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自由意見
0-0 まちづくり全般に関する意見

各分野がバランスの取れた行政を希望。人の生活全般にわたって目を行き届かせ、偏らない政治。老人から若
者までよくよく考え、これからの世の中をよく見据え、平均の取れた行政が大事。今後は今までのような発展
ばかりの考え方の行き方では世の中は立ち行かなくなる。

今、私は市の臨時職員です。臨時職員は交通費が出ません。今、ガソリン代はどんどん値上がりしています。
職場へは片道35分かかります。生活がとても苦しいです。まちづくりの前に、市民が安定して暮らせるまちに
なる事を願います。自分のことが精一杯でどんなまちにしたいとかを考える余裕がありません。

あらゆるものが高くなる現在、これからの生活が心配。安心できる安定した生活ができるよう願っています。

市の活性化とは、市民を増やすことと市を訪れる人を増やすこと。秋葉原は注目され大勢の人が訪れるように
なったのは、新しい文化を受け入れたことにあるように、恵那市も新しい何かを受け入れ、創造していくこと
が必要だと思います。
何とかがんばってください。
難しいけど大切な事だらけ。わからない事が多くあって困ります。

アンケートなどを行い、市政を良くしようとする気持ちが伝わってきます。これからも私達市民のために、住
みやすい恵那市になるよう頑張ってください。

思いやりのある楽しい生活

基本的に恵那に定住していきたいので、恵那中心地寄りではなく南部、北部にも住み良くなるような予算を回
してほしい。どうしても多人数寄り（町中だけ）の意見になってしまう。

可知市長さんの今までの姿勢を拝見していて嬉しく思っています。今後も初心を忘れることなく頑張って、市
民は見ています。

市のはずれの町はますます高齢化して、交通の利便も少なくなり寂れていくばかりです。空き店舗対策を早急
に。

各地域の活動に対する支援や市民が参加しやすいように、対内・外へのPRをもっとしてほしい。旧恵那市では
東海環状線ができたことにより、工業団地への各企業の誘致やそれに付随した住宅、道路、大型店舗の整備が
できつつあるが、もっと恵那市全体を通した企業の誘致、そしてその前に道路の整備が行われると良いかと思
います。

山間部に位置する恵那は、環境の良いところは大変優れていると思います。しかし、交通の不便さがあり、学
校や通勤には大変なものがあります。今後恵那が栄えていくには人口減少ではできないと思います。暮らしや
すい魅力ある町には、道路交通網や企業誘致し活気ある人の集る市を目指すことだと思います。人が集れば活
気づき、その収益で各サービスも向上していく市政が生まれてくると思います。働く場所（若者が住む事がで
きます）がないところも人口減少となっているのでは。

明知鉄道の岩村に駅を新しくつくる必要はないのではないかと思います。利用者が少数のため。
物価が高い、ガソリン、石油も食品も上がり、給与も上がればいいが年金も上がらないので、少しでも安くな
れば生活が楽になると思います。

恵那市の皆さんの幸福と健康を大切にして、市民が仲良くしていける恵那市づくりをしてください。また、老
人、子どもの幸福を願う世の中にして、お金持ちとか貧しい人の分け隔てをしない、幸福で平和で幸の多くな
る町へ、市としてください。

夢を持つ前に夢を持てるような町にしてもらいたいと思う。市の職員の中にも恵那市に在住することなく、恵
那市からわざわざ離れて暮らす方もみえると聞きます。町の商売やさんや自営業者の方たちは義理というか人
情のようなもので、または、付き合いだからということで、少々値段が高くても仕入れをしたり、何とか売上
げに貢献してあげたいと地元を大切にします。恵那市の中核を担う職員の方が恵那市に恩恵をもたらさないと
いうのはおかしな話であると考えます。合併したからこそ、そう思えるのかもしれませんが、私の地域や勤め
先の地域の方たちは苦しいとは思うけど、義理、人情の中で生活が成り立っています。その点よくご理解いた
だければと思います。また、私の在住している串原は橋を1つ越えれば豊田市になります。豊田市は昔から自
動車産業をはじめ、いろんな分野で活気がある市だと思います。そんな市との関わり合いというか、交通の利
便性などを考えた時、もっと交流を図るべく道路整備をはじめ企業誘致を図るべきだと思います。そうするこ
とで人口の増加にもつながり、交流が深まり、活力あるまち恵那市になると思います。いろんな意見が寄せら
れ大変だとは思いますが、やはり活力あるまちに住みたいという願いは、市民なら皆持ってみえると思いま
す。あと、道路の草や木が車道にまで張り出して見通しが大変悪いです。毎日通行される方もみえますのでこ
まめに手入れのほどお願いできれば幸いです。
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学校説明会、意見会の時に、10年後は北海道の夕張市のように赤字となりますとの話でしたが、イベントには
どれだけでもお金を出すことができるなら、もっと学校教育にも予算を回してください。

今は私は恵那へ1ヵ月に1回～2回行く事にしています。恵那と合併する前は恵那の町を歩くのも何となく小さ
くなって歩いていたような気がします。合併してからは何となく気持ちも大きくなり、嬉しい気分で歩いてい
ます。細い路地をあちこち歩いて、とてもきれいなのに感心いたしました。これも町民の人たちの協力の事だ
と存じます。一つはどこでも見られる光景ですが、ごみ出しの時黄色のゴミ袋が何かに破られ中身が広がって
いる。美しい町がちょっとの事で残念だなと思います。ネットでもかぶせるか、少しどこの場所でも確保する
と良いと思います。細い路地を歩いていても出会う人が「今日は」「おはよう」と声をかけてくださいます。
大変嬉しい事ですね。大切な事だと存じます。自分の好きな店もあります。必ず寄ります。お客様の接待が上
手、これがお店の繁盛につながります。私も見たこと、聞いたことで良いことは活かしていこうと思います。
自分たちの町も他の町から来られる人に温かい心、印象の残る町であることを願いたいです。

私の住んでいる串原は、人口は少ないですが人と人とがとても関わりがあって、私も生まれた所なので小さな
子どもから大人までよく知っています。串原のために少ない人数でもものすごく協力して、串原を元気にして
いる様子は見ていただいたらよくわかることと思います。合併して何かと市の方に出向くことが増えてとても
大変なことも増えましたし、やっぱり少しずつ他の地域の良いところも耳に入ったり、悪いところも入ってき
ます。合併したことは良いことと思いますが、昔ながらの人と人が子ども達を見守って、隣の人にも、どんな
人にも気軽に声のかけられる安心できる所であってほしいと思います。「～くん、おかえり」「～ちゃん、
いってらっしゃい」と今串原では私が子どもの時のように声かけ運動が始まっています。子どもも自然にあい
さつをして地域で安心できる場所にしていかないといけないと思います。とても当たり前のことですが、今は
声をかけたくても仕事仕事でゆとりのない社会です。もっとのんびりゆったり時間が過ぎても良いのではない
でしょうか。親達もゆとりがなくて、子どもも詰め込みの感じだから、食事もインスタントが多くて。手づく
りのおやつや少し手の込んだおかずを作ろうと思えるのも、時間さえあればやれる事ですと思います。何か急
ぎすぎている気がします。親に手づくりで作ってもらった「かしわもち」や「からすみ」「五平もち」は大人
になった今も身体にしみついています。手軽はすぐに手に入るけど、愛情を込めたものは多分一生残りますか
らね
高齢化率40％台、限界集落も今にも見え始めるわが町にとって、社会福祉協議会が示した「地域福祉活動計
画」には大切なことが数多く計画されております。これが実現できますよう、市の「総合計画」と共にしっか
りとした取組みを願います。恵那市になって4年目、「何かいいことありそうな」そんな気分で合併はしたも
のの、夢と現実とは・・・一度奈落の底にの気分であったが、今になってさまざま「自分でできることは自分
で」「地域のことは地域で」できる限りやるしかないと、そんな自分に少しずつなってきました。現実を見る
こと、知ることによって考え方も変えていかなくてはと思います。そのためにも何事によらず命令調の通達一
本ではなく、住民がよくわかるように納得できるような方法で願います。何事も住民が理解ができた上でのこ
となら、やがては「住んで良かった」「合併して良かった」の恵那市になるのでは。
もう行っているかもしれませんが、他の市町村での成功例などを参考にしてみたらどうでしょう。自分達で提
案する事は、とても大事な事ですが、その成功例が恵那市でも使えそうならやってみても良いのでは。
合併すれば何も良いことがないと皆言ったけど、悪いこともなかったと思う。可知市長さんの人柄と思う。今
までどおりにこれからも可知市長にせいぜい頑張ってほしいと思います。これから差別ないように市民を見て
ほしいと思います。
恵那市に住んでよかった。主権在恵那市民であることを第一に考えてください。できることは積極的に進めて
ください。とてもできないことはできないとはっきり言ってください。アンケートはとるだけでなく広報して
ください。
私の知人はほとんど市外の方ばかりです。恵那市民としてこれから積極的に何かしら参加し友人をつくりたい
です。今は模索中です。恵那市が大好きになれますよう、恵那市のまちづくりに期待しています。
人口を増やすための施策。
すばらしい歴史的な建物などあるので、もっと上手に観光しやすいように生かした方がいいと思う。カフェに
するとか、おかげ横町のような。

旧恵那市に比べて旧恵南の振興事務所には人がたくさんいるように思う。もっと市全体のことを考えて配置し
てほしい。

明知鉄道の高速化または廃止・・・恵那から明智へ着くまでの時間と名古屋へ着くまでの時間と大差ないた
め、通勤等に利用するには遅すぎる。利便性はバスの方が良いかも。

恵那の中でも飯地はかなり人口（特に若者、子ども）が少ないため、どうしたら活性化、人口増加につながる
か、今まちづくりを通して考えています。どうにか若者の住みよい町にしたいと、なってほしいと、まちづく
りメンバーで考えながら動いています。
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恵那市のあまり良くない所は、町が変になっていると感じています。特に恵那の大井町の所は、町の人々がこ
わくなる所ですか？と言いたいです。恵那市はいい所ではないと思います。おじいさん、おばあさんはまちづ
くりどころか、恵那市大井町で働いていますが、町が大変にいい所ではありません。すべてがダメな所で働い
ていますが、恵那市はまちづくりがどういう風になるか心配です。恵那市の全部はまちづくりはないのがずっ
と思っています。恵那はいい所だと思っていましたが、恵那市のまちは変だと思います。恵那市の全体がおか
しい人がたくさんいます。特に恵那市で働いているのがなじめないのが実感しています。恵那市はいい町では
ない所だと思いますが、まちの人がどれだけの人が恵那市のまちづくりをなるかわかりませんが、恵那市がい
い所だと思っています。

恵那市の魅力は何かを考えてみたら、強く思い当たるものを感じなかった。恵那は好きだし、これからも住ん
でいきたいと思う。やはり市が活性化しないといけないと思う。恵那にあるものを大切にし育てていく気持ち
を持って生活したい。地産地消（商）は大事なことと思います。市政に関わる会議等にもっと女性が関われる
機会が増えるといいと思います。

いろいろ理由があるようだが理解しがたいものばかりでした。合併後順調に動くまではかなりかかると思いま
すが、常に人を一番に考えて計画してください。

生活にとって便利だなと思えること。市民だからメリットがあることが主婦にとっては嬉しいです。

市役所の方も頑張ってみえるので応援します。

設問7について・・・現在の状況がわからないゆえ、満足度・重要度とも3に丸を付けざるを得ない設問が多
かった。言い換えれば、現状が把握できておれば他の5～1に丸を付けていただろう。

生活環境をよくするために人口を増やし、減税、水道料の値下げに取り組む。

小さな問題や市政なんかもう関係なくなる。国レベルでは20万以上の市以外は見て見ぬ振りとなる。今や5万
以下の市（近くでは瑞浪市）は動きが取れなくなる。恵那市も危ない。長期計画を立て市会議員、市職員を減
らし、無駄な観光はやめ、計画を深く進め、人口は6万～7万でよいから住みよい恵那市にしたい。あえて提案
しませんが、お金をかけずに取り組むことで日本一となれることを話し合い実行する。

僕は高校卒業後、東京の大学に行きましたが、就職の際、地元である恵那に戻りました。遊ぶために東京で暮
らしていくのも楽しいですが、育って住み慣れた恵那が好きだったし、暮らしたいというのが本音でした。名
古屋や岐阜、可児といった地元でも割りと街であり、遊ぶため暮らしていくためのお店が多いことは若者にメ
リットとなると思います。数年前に比べて恵那でも19号沿いや大崎地区が発展し、お店も増え、若者も田舎に
残り、家を建て生活していくことができるようになったことは嬉しく思います。反面、昔からある商店街は寂
れてしまい、近寄りにくい雰囲気が悲しいと思いますし、活気がなく思います。もう少しどうにか明るい街づ
くりができないかと思っています。また、医療・福祉の面で、子供を産める環境の確保、すなわち産婦人科は
必要だと思いますし、中津川に比べて恵那の福祉はかなり出遅れているかのように思います。誰もが住みやす
い安心・安全・快適な街づくりが高齢化していく社会でもキーワードになっていくと思います。

恵那市に住んで54年、本当に淋しい町になってしまいました。東銀座から西銀座、JR駅前通りの商店の閉店続
き。恵那峡の寂れたこと、歩いている人のまばらなこと。高校時代にアルバイトをしたこと、お客さんの対応
に忙しかったことが懐かしくなりました。

恵那市は自然環境に恵まれ、人々の気質も概して穏やかで、凶悪な犯罪もまずなく、ましてこの地に育った者
にとっては地縁、人のつながりもあり、安心して暮らせる場所としては申し分ない。

子どもには夢、親には希望、老人には安心、こんなこと心に持って明日へと続く日々であってほしい。みんな
手を取り合い、思いやりのあるやさしい恵那市であってほしい。生き生きと元気ある恵那市であってほしいと
思います。みんなで頑張ろうよ。

それで私達老人にも、市民税、介護保険料が多く差し引かれており税金を納めるために働くような気になって
しまう。生活は苦しくなるばかり。物価は上がり公共料金は上がる。貧乏人はどうすればよいのか考えてほし
い。もっと住みよい町にすべきだ。

近、ガソリンの値上がり、食料品の値上げ等、庶民には経済的に苦しい状況になってきています。地球の温
暖化等、生活環境も悪化してきています。そこで、少しでも住みよい生活を心がけていかなくてはと思いま
す。

駅への送迎についてですが、朝と夕方時間帯で集中する件、信号待ちで行列なら仕方ないけど、タクシー待ち
場と逆にしたらどうですか。

今の大人たちがもっとしっかりしなければ、町、市は変わりません。良いこと、悪いことを次の世代に伝えて
いけるような人間にならなければ、よい子ども達も育たないですね。今の世の中が悪い前に自分自身を見直す
べきだと考えます。それから市・町への希望ができるかと思います。皆がやる気になれば自然に活気のある
市・町になると思いますよ。
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JRの本数を増やして。名古屋方面の通勤に便利な環境になれば人口も増えてくると思います。土地などの価格
も安いので。

製造の仕事以外は仕事はほとんどなく、休日は近くに行くところもないため高速を利用したり、車で1時間～2
時間かけて遠くまで行かなければならない。また、外食できるお店も少ない。こういったことが少しでも改善
されれば、ずっと恵那に住みたいと思うようになるのではないか。

派遣事業会社がなくなり、若い人は正社員となり、納める金は一人一人が確実に納め、不公平にならないよう
にしてもらいたい。真面目者が馬鹿な世の中。

防災、教育、医療、防犯について、恵那市のみでなく、他市と共同にて対処すべきと思います。福祉について
は、以前のように家族にて対応すべきと思います。その上で考えるべきと思います。

恵那市をアピールとすれば、「NHKのど自慢」位でしょうか。市民参加できるし。恵那といえば名前の通り、
「えーな」良い所、のんびりとして自然が豊かでと思っていたら、この頃は「チカン」「空き巣」「殺人」
「万引き」「強盗」等、山からはいろいろな獣の出没、少しずつ環境の変化が。家にかぎ等かけたことがなっ
た昔を懐かしく思うこの頃です。

少子化の中、出産、育児が安心な社会に。障害者、老人が温かな支援を受けられるよう。少子化の問題は全国
的な問題だが、少子化だと将来、恵那市が老人が多くなり、市税を払う人が少なくなったら市が成り立たなく
なる。

恵那駅からユニーまでもっと恵那の特色を生かしたまちづくり。地場産業の活性と観光のＰＲ。

若者が魅力に感じるようなまちづくりをしてもらいたい。福祉や医療が保障されていること、働く場所がある
こと、治安が良いこと等、期待したい。地場産業や観光名所など、地域の特色をこれからもっとアピールでき
るような市になってほしい。「恵那市」と言うと「○○こんな市」などと、知名度のある市に。恵那市の財政
はなかなか厳しいものがあると聞いています。第2の夕張市になるとも。徹底的に無駄をチェックして、将来
若者に希望の持てる市にしてもらいたいです。

市民の皆様に満続していただける恵那市にしてほしい。

大きな企業、大型ショッピングセンターがあっても税収が期待できるわけでもないし、いつまでも市外の方が
来るとは限らない。田舎は田舎の良さ、通勤、通学が不便でも、水が、空気がおいしくて子育てしたくなる環
境であれば、人口も増えてくると思います。ゴミゴミしたところは嫌。体と心にやさしい生活環境を望みま
す。欲を言うと、主人の給与だけで生活できて、のんびり子どもと付き合えると良いですね。共働き（お金）
より時間（家族との）を大切にできる余裕がほしいです。

住みよい町づくりに。

子どもがいて休むことがあるとクビになりそうな不安。パートがあまりない。稼いでも稼いでも生活は楽にな
らず、税金ばかり増えていくので、生活にもっとゆとりがほしい。夢を持たせてほしい。まちづくりは何もし
なくてよい。市民の生活を楽にしてほしい。

合併後すべての面で悪くなっている。

1-1　子育てに関する意見

若いお母さん達が安心して働けるよう、子育て支援に力を入れてください。

今はもう過ぎた事ですが、子供を育てながら働けるようなまちづくり支援がほしかったです。子どもに補助金
を出すのと同じように、誰でも子どもが歩いて行動できる所に遊び（学び）の場がある事が一番だと思いま
す。介護と同じようにこれからを担う子どもが直に育つような地域がほしいです。

子どもも預けられる所。子供を何人も産める環境、援助。子どもの出生率の低いままでは恵那市は栄えていき
ません。子どもに対する援助も大きいと思います。

私が住んでいる地区は若い人たちがほとんど市外へ出ていっています。地元が好きでも、仕事をする場がない
（選べない）ので職を求めて出ていきます。それと、若い人が集ったりできる場、機会がないのでつまらない
と言います。お年寄りばかり残っていて先々が心配です。若者が残りたい、地元は良いと思える町になったら
と思います。

私も3人の幼児を育ていますが、今の保育園に何の魅力もありません。私が通っていた保育園（明智町東方保
育園）のような保育園に戻していただきたいです。今の明智保育園を移転して、東方保育園のような自然にと
け込める保育園をつくっていただきたいです。東方保育園で私達は田植え～稲刈り、千歯こき、五平餅つく
り、サツマイモづくり、柏餅つくり、草取り、イナゴとり、川遊びなど本当に良い体験をする毎日でした。魅
力ある保育園に通わせたいと思う若い親さん方が明智（地元）へ戻ってくれると思います。そして地元を大切
にする大人へ育ってほしいと思います。長い目で見た改革を願っています。
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現在串原に住んでいますが、よく世間では「大自然の中での子育ては子どもにとって良い」なんていう人もい
ますが、私も昔は漠然とそうかと思ってました。が、実際親になり、大自然の中と言うと聞こえはいいです
が、近隣に子どももおらず、同級生は1人などという所での子育ては、子どもにプラスな面ももちろんありま
すがマイナスな面もあって、私が子どもの頃は（名古屋出身です）放課後近所で友達と夕飯まで遊んでいたり
が当然でしたが、ここでは無理です。友達の家まで車で送ったりとなると親の事情も関係してきますし。その
他、高校が遠く、子どもへの肉体的負担、親への経済的負担などいろいろ考えると、いずれは串原を出なくて
はと思っています。

保育園が民営化されると聞きました。人件費削減のため保育士を臨時採用にしたり、一番大切なところ（子ど
もの命を預かってもらっているので）で恵那市はカットしている部分が多く、子どもにしわ寄せがいっている
と思う。
子どもを産み育てやすい市・・・まず産む所がないので、これから出産を控えている母親、その家族は不安だ
と思う。ますます少子化。恵那産婦人科再建に市が力を入れてほしい。医師免許取得、助産婦等育成の補助金
等付ける。出産お祝い金を設けたらと思う。
今の若い母親は礼儀とか掃除が全然駄目ですので、子どもに躾が全然できません。親子の礼儀作法とか掃除、
後片付けを学べるような所が欲しいです。食事でも外へ食べに行ったり冷凍食ばかりで、子どもに料理も家で
教えるようにしてほしい。外に遊びに行くことや外へ食事をするようなことばかりで食の安全とかを口で言う
だけで実行ができません。

恵那市はまだまだ山も美しく、自然がいっぱいあるので、もっと大人も含む子ども達にも自然とふれあういろ
んな体験をさせてあげたいと思います。これからの季節はホタル鑑賞。おじいさん、おばあさんが作る五平
餅。田んぼで田植えをしたことのない子ども、稲刈り体験、じゃがいも掘り、さつまいも掘り、いなごとりと
か、もっと自然の土と遊ぶこととか。危険もありますが川で遊ぶ方法とか、のびのびと私達が昔遊んだような
遊びを伝承させてあげたいです。今の子はゲームとか遊びも知りません。勉強も大切ですが、おばあちゃんの
知恵じゃないですが、昔にタイムスリップさせてみたいですね。野菜と一緒に作ること、どうやって野菜はで
きるのかとか。もっともっと恵那の自然のすばらしさ、田舎のよさを味わってほしいかな。

若いお母さん方も健診が受けやすいよう、健診の間小さい子どもの託児をアピールしてほしい。
第2子出産の際に切迫流産の危険があり、入院、自宅安静したのですが、両親が高齢で他県ということで、助
けてもらえず本当に困りました。上の子の面倒、食事の用意等ですが、やまびこサポートは子どもが病気では
来ていただけず、食事の用意も頼めません。子どもと一緒に入院できればどんなにありがたいだろう、また
は、有償で子どもが病気でも来てもらえたら、家の事も助けてもらえたらと思っていました。結局は生協のふ
れあいサポートを頼みましたが、なかなか時間が合わず、来てほしい時に来られないこともあり満足はできま
せんでした。そんな感じだったので、とても3人目は無理だなと諦めています。

子どもの医療費が中学3年生までになったことは恵那市の自慢だと思います。中津川市の人は 近まで未就学
児だったのが小6になったと聞きました。子どもはお金が沢山かかります。本当に嬉しいことだと思います。

これからというのならば、産科に始まって子育て支援の充実が必要だと思う。

子どもの育てやすい、この街に住んでよかったと思えるような市にしていただきたいと心から願っています。

小さい子どもを持つ親としての意見ですが、恵那には子ども専門のお店がなく、不便さを感じています。少子
化の時代なので、恵那市の過疎化が心配です。お年よりも大切にしつつ、若者の住みやすいまちづくりが必要
だと思います。和食ファミリーレストランなど家族で外食できる店をもう少し増やしてほしい。

今は共働きの家庭が増えてきているが、各地区の共働きの子育て支援が全くできていない。教育委員会や市の
執行部、各地区の代表者もそのことを全く考えていない。子どもを安心して育てていける市ではない。自分の
持ち家でなければこんな市すぐ出て行く。10数年勤めた会社は辞めることになったりしてきた。地区、学校、
社会福祉協議会も全く機能していない。

重要は教育、子育て支援。未来を支える人材育成。

東野には学童保育がない（大井、長島はあるのに）。他地域では（学校の空き部屋を利用してかどうかは知り
ませんが）放課後の子どもを預かってくれていると聞きました。幼稚園は預かり保育があるのでその間働けま
すが、学校へ就学したとたん、預けられる所がない私は働けません。しかも学校の終るのはとても早く、全然
働けない者はどうしたらよいのでしょう。引っ越すしかありません。残念です。先日豊田市の方では夏休みの
期間、学校の空き教室を学童保育の場としていると聞きました。豊田市でできることが恵那市でできないのは
財源のためでしょうか。そうとは思われません。今の日本は安心できない世の中です。田舎でも都会でも子ど
もができるだけ安全に遊べる場所（屋外）があったらいいと思います。どうか東野に学童保育をつくってくだ
さい。お願いします。
恵那市に居住したいと思っているが、家、土地の購入がしにくく（選ぶ物件がなく、情報がとりにくい）、子
どもを産みたくても、産む場所がないため、病院がある市に居住しなくては不便である。学校の噂も悪く、子
どもが大きくなった時のことを思うと、恵那市では・・・と思ってしまう。公園（遊具がそろっている）も少
なく、子どものことを思うと住みにくい。公園を入れた団地がほしい。大人と子どもが住みやすい環境づくり
をお願いします。
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観光、産業振興の充実も大変重要と思いますが、観光も産業も人材が必要不可欠と思います。恵那市の住民と
して、家族で生活するのに安全で、子どもを安心して成人させること（恵那市内の学校を出れば誇りと自信を
持てる）のできるまちづくりが良いのではと思います。恵那市を子どもから大人（特におじいちゃん、おばあ
ちゃん）まで学べる生涯学習と、子どもは心のやさしい思いやりのある、他人の気持ちのわかる子ども、学業
も他地域にはない学力のつく学校づくり。いわゆる<学問と生涯学習のまち＝恵那市>とすれば、他県、他市よ
り移り住む人が増加し、人材も確保できるのではと思います。人材育成⇒市の発展

保育園または学校を統合する動きがあると聞きましたが、せめて、子どもの教育施設は今までどおりにしてほ
しい。
少子化対策の充実を図ってほしい。

私は今、大学生として市外の大学に通っています。私自身は恵那市で生まれ育ち、暮らしてきたので、恵那が
大好きで、これからも暮らしていきたいと思うのですが、私がもし結婚して、子どもが生まれた時を考える
と、暮らしやすさ、教育の充実などを考えると、やはり都市部との格差を感じることがあります。恵那市に残
りたい、恵那市に住みたいと思うようなまちづくりを期待します。

乳児や3才までの健診やその他のこと、各地域でできませんか。今まで地域でできていたことを、いくら車と
はいえ大変です。近い所の方がエコにもつながる気がしますが。

若者が住める町、産める町でないと人口は減っていってしまいます
認定こども園について。市民にもよくわかるように説明してほしい。
少子化問題で、子どもが減っています。産科を増やしてもらいたいです。
「子どもを産むのに帰れない」私の身近で本当にありました。里帰り出産をし、上の子どもを母に頼み、安心
して出産する予定をしていたのに病院がない。仕方がないので、母は父を一人残して娘の所へ。父は外食ばか
りの1ヶ月でした。私も孫が生まれたのですが、瑞浪市で出産しました。何とか産科を恵那市内に建ててほし
いです。
その孫の件ですが、予防注射等のお知らせが、来る時と来ない時があると嫁が悩んでいます。全件お知らせ
（通知）があるようにしてほしいです。
○市への要望・・将来少ない財源でも市の運営ができるよう、今のうちから取り組んでほしいこと。すなわ
ち、市民への教育。自らのことは自らでする・できるようにするための教育。
企画立案・試行段階・・・・市民が考え、市民が動く・行政は意見の取りまとめ役
実行段階・・・市民が重要だと思うものに行政は予算を配分。その他に必要な規則の改廃や国・県との折衝行
務を市政が行う。

何年後かには保育園、小学校、中学校ともに一つになるという話も伺っています。私は上矢作ですが、きっと
子どもを通わせるのに頭を悩ませる日が来ると、今からすでに不安に思うことがあります。それだったら平等
に、例えば、保育園は上矢作に、小学校は岩村に、中学校は山岡になどしてもらえると、少しは納得いくかも
しれません。少子化の今、子どもを育てやすい環境を も強く願います。どのような“かたち”でも構いませ
ん。バスなどの工夫でも結構です。何でもいいので納得のいくような育児環境を願っています。

産科がないと子どもを産みたいと思えないと思う。家に小さい子どもがいるので、小学校卒業までの医療費ゼ
ロは嬉しいが、産科、婦人科、小児科の方に力を入れる方が良いと思う。

子どもの健診時間を短くしてほしい。上の子がいる場合、子どもが家に帰ってくる時間になってしまうことが
あり、核家族のため誰もいないので困ります。私が思うには、同じ月に生まれた子でも、例えば、1日～15日
生まれの子、16日～31日生まれの子と月に2回に分けてやれば、もっと早く終れるのではと思います。ただ、
ボーッと待つ時間があるのなら、少ない人数で2日に分けてやればいいと思う。子どもも飽きてしまうし、親
も疲れてしまいます。

保育園に上の子が通っていますが、子育て支援課と名前を変えられましたが、前のように1階にあった方がい
いのでは。子供を連れて２階はつらいです。

若い母親の学び場、それは良い家庭を築けるような活動の場を多くして、キレない子どもを育てることなどで
きたら良いと思います。難しいですが心を育てる、自分が育つことが必要だと思います。

子育てが安心してできること。私は母子家庭です。家賃が家計を圧迫しています。安い所を探していても入れ
ない現実です。

4：00になると「小学校の下校時刻です」という放送が流れるようになりましたが、表に出て見守っている人
は増えていないように感じます。もっと地域・学校が連携して児童の登下校を安全なものにできるといいです
ね。

1才の息子がいます。2人目がほしいと思っていますが、小児科が少なく産婦人科がないので、今からとても不
安です。以前は豊田市に住んでいました。どうにか産婦人科を増やすことはできないでしょうか。

子育て中の親と卒業した親との交流の場を数多く行われる機会があるといいと思います。
若い人が安心して子育てできるよう、小児科や産科を増やしてほしい。保育園にも抽選ではなく入れてほし
い。働いている母として、とても困るので。
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今の日本社会から見れば困難かもしれませんが、長い目で見て人口の増加を目標に、安心して子どもが産める
町、子育てができる環境になればよいのですが。具体的には、産婦人科を思い切ってどこよりも充実させる必
要があると思います。とにかく産科施設がないなんて情けないです。

昨年、文化センター集会室を会場にして、学校から集められた子ども作品展が飾られました。その成果とすば
らしさに今一度子ども達の実力を見直さなければと自分自身の考え方に改めて思いました。今、世の中の評価
を少し子ども達に目を向けて、一つ一つの細い考え方の中に子ども達の良い面をどんどん取り上げてもよいの
ではないでしょうか。こうした中、下校時見守りあいさつ運動が展開されることになり、心から感謝しており
ます。地域全体に安全確保に努力したいと思います。子どもの成長、若者の育つ恵那市としてこの資源高等の
中、生き方の原点を今一度考え直すよい時期ではないでしょうか。古希を前にした私達が、子や孫に付けを残
さないよう財政再建をどうするか、真剣に取り組んで行きたいと思うこの頃です。

恵那市には産科がなくなり、他の市で出産をしましたが、移動も大変。産婦人科医が少ないのはわかるが、や
はり市に1医は必要。

産婦人科をぜひ誘致してください。少子化が進めば自治体の存続が危ぶまれます。アイディアや夢でなく要望
になってしまいました。

子供が育てやすく、年をとっても安心して暮らせる恵那市だったら住み続けたい。

母子家庭が安心して働けるために、放課後児童対策の充実を考えてください。

今の時代の人達は、親との同居が少なくなってきました。親と同居していることによって、いろいろと教えて
いただくことができるのですが、結婚すれば別れて暮らす人が多くなってきました。自由時代といっても、や
はりその子どもがわがままになり、自分さえよければよいという考えになっているように思われます。親を思
う心、子どもも思う心になれたらと思う今日この頃です。

本当に恵那はえーなーと心の底から言えるようにしてほしい。でも、私は何をしていいかわからないし、今の
生活は余裕がなくて、自分のことしか考えられない。気長に子ども達をきちんとした大人に育てることが、市
を良くしていく第一歩だと思うので、とりあえず、子どもをきちんとしつけたい。親たちも親学を学ぶところ
があればいいかも。

私は多治見で出産後、恵那に引っ越すことになったのですが、2人目がほしいと思ったものの、産婦人科はな
くなるし、不便な武並では子どもが気の毒に思え、産む気が失せました。また、学童保育や子どもを預けられ
る所を市が運営してほしいと思います。

子育ての充実

今一番困っていることは、放課後保育、春・夏・冬休みの子どもの保育です。街中は学童保育があるので安心
して仕事もできるのでしょうが、武並にはありません。あれば、引っ越しも考えなくて済むし、子どもも安心
して学校生活が送れます。聞く所によると、 近20人のニーズが集まらないとダメとか。できることなら住み
慣れた所を離れたくはないです。核家族が増えている中、学童保育は必要です。武並は街中のように人が密集
しているわけではないので、10人位のニーズがあれば（5人でも）立ち上げてほしいと願います。

安心して出産、育児ができるよう、産婦人科の病院が恵那市に必要です。
子ども医療費ゼロなどいろいろしてもらってありがとうございます。今の恵那市は住みにくいことはないと思
うのですが、子どもがどんどん減っているので、これから先のことを考えると、長い目で今の福祉は環境だけ
でなく、10年、20年先のことを考えてほしい。独身の人も多いし、次世代の跡継ぎのいない家、子どもが外に
出ているので戻ってこられる、外から移住してくる、子どもを産める病院、環境がほしい。人口が増えていく
ことが望ましいのでは？

現在、私は県内の大学において、健康福祉について学んでおります。高齢化が進む我が町に、少しでも役立つ
仕事に就きたいと思い、日々実習と勉学に取り組んでいますが、今後、恵那市の現状についてもよく理解した
上で様々な提案をしていけたらと考えております。

介護を受けないための体づくりの講座をもっと増やしてほしいです。

1-2　健康づくりに関する意見

各自の健康、自分で守りたい。

若い人が仕事、家庭を持ち、将来に夢を抱き、安心して暮らせるあたり前の生活を保障できるまちづくりを望
みます。以前、地域の皆さんが血圧測定を市に依頼したところ、日曜日は職員の時間外勤務になるので対応が
難しいと断わられた。健康検診の仕方が変わり、今まで1,000円で受診できた基本検診ができなくなった。勤
務先で確実にその家族まで受診させてもらっているのだろうか。本当に検診の必要なメタボ世代は働いていま
す。忙しさのせいでそんなことは二の次になっていないか、健康祭も市民のためにあると言えるのだろうか。
自分達で何とかしたいと行動しようとしても、市に協力してもらえないようでは、医療費の削減なんて無理だ
と思う。
昨年末に恵那病院で市の子宮ガン検診を受けましたが、子宮頸がんだけでした。子宮体がんや卵巣がんも診て
ほしいと言いましたが駄目でした。なかなか市外まで行く時間がありません。見直してもらえないでしょう
か。有料でもいいので。
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このアンケートとは関係ないとは思いますが、機会がないので書きます。今年から恵那市で行う健康診断（基
本）は国保加入者しか受けられないとのことですが、私達のようなパートでは、パート先では市の方で受ける
よう言われ、市では受けられない人が多い中、不満を持つ人が多くいます。夫の給料で市民税を年々高く支払
うのに、市のサービスは悪くなる一方です。子ども達は中3で医療費補助が受けられるようにやっとなりまし
たが、とても遅いと思いました。

私達も先が不安になりますが、健康に努力したいと思います。指導お願いいたします。
子ども、老人の福祉政策をもっと重視してほしい。
1-3　地域福祉に関する意見

人間健康であれば何でもできます。極端な事を言うと、ホームレスでも生きていけます。けれども、病気の人
や、弱っている人はそれができません。元気な人に負担が増えても、弱者の方への手助けが不可欠だと思いま
す。恵那市駅前の通り（新しくレンガ風）を車イスで通ってみてください。ものすごく通り心地が悪いです。

独居の方、日中一人の方への配食サービスは十分でしょうか。若者の社会参加がしやすい市でしょうか。例え
ば、引きこもりや不登校の人達が配食をしつつ、同じように心の栄養を求めているご老人の方々と接する等を
取り入れてみてはいかがでしょうか。人は心が元気であってこそ生きていけると思います。不安のない社会が
人間を大きく成長させると思います。

恵那市社協のあり方について考えてほしい。福祉の専門分野である社協の介護を中心にやってみえるが、その
仕事だけではない。もっと幅広い仕事、指導者の育成を望む。ボランティアも含め。どれだけの老人、障がい
者が不満を持っているのか、福祉の面で輸送サービスの充実（福祉タクシーなど）を行ってほしい。

診療所、保健センター、各振興事務所の運営時間を平日8：00～17：00まででなく、18：00まで延長してもら
えるとか、土・日の利用も可能となれば、自分達がわざわざ休みを取らなくても親を診療所へ診察に連れて行
けるし、書類の提出等も休みを取らずに振興事務所の窓口に行けるのですごく助かるのですが。一度検討して
いただきたい。

中学校3年生まで福祉医療費受給者証がいただけ、とても助かっています。できれば高校生まで伸ばしていた
だけたらと 近思います。給料が上がらない今、医療費を支払うのはとても家計費に響きます。

戦前、戦後は物質的に何もなく、苦しい生活をしてきました。現在は衣食住に恵まれ、本当にありがたい生活
を感謝しています。上矢作は福祉の町でありながら何かと行き届かないこともあると思います。皆さんが力を
合わせて幸せに暮らしてゆける町を望んでいます。

市役所の駐車場が狭くてなかなか止められない。特に保健センターに用事がある小さい子どもを二人以上連れ
た人にとって、雨が降った時の大変さをもう少し考えてほしい。

検診の時間がかかりすぎるのも大変なので、もう少しブロック化でできないものかと思います。

保健センターで子どもの健診や予防接種の時、早くに行かなければ待ち時間がかなりかかってしまうのが困り
ました。小さい子だと飽きたり泣いたりすると大変なので、大まかでも予約や時間分けをしてくださると助か
弱者にやさしい行政を希望します。
仕事を始めると、犬の予防接種でも休まないと行けない。恵南の1ヵ所でもいいから土・日にやってもらえる
とか。
弱者（高齢者、障害を持った方、子ども達）にとってより良い、住みやすい、住んで良かったと思える町にし
てください。
何をするにもお金がかかりすぎる。ただのものがないだけ福祉には程遠いと感ずる。

当市は、山間部集落が点在し、それぞれが持つ風習も異なり、また、生活の形態も異にしています。現在は数
多くの福祉事業が行われているようですが、この利に預かるものは数％にすぎないように思われます。何がど
のように行われているのかわからない人達が多いと思います。私自身もその一人です。何がどうあるのか、そ
の利用方法など一覧にわかりやすく通知されることを望みます。

市全体の行政・・・子ども、老人を重視する。

生活の安定。市民の生活が 低限保障されなければ、いかなる政策を考えても無駄となる。仕事、年金、健康
保険の完全なる確保。老人医療の無料化。

格差がありすぎ。みんな平等になれば犯罪もなくなるのにと思います。介護の方の給与が仕事量より低い。お
金儲けのために介護の施設をやるなんて許せない。利用する人もお金がなければ使えないなんてありえないと
思います。

福祉や年金など、できるだけその町で生まれ育った方が、それぞれの家庭のことなどをよく理解して受け持っ
ていただきたい。また、ケアマネジャーなど代わるたびに状態を説明したりしなければならず大変です。

教育、医療、福祉の充実した市政を願っています。食糧問題に真剣に対応してほしい。
葬儀の簡素化を市をあげて推進してほしい。

8 ページ



自由意見

年金などは国民共有のものであり、 低限度額と 高限度額の差の見直しの必要があると思います。年金制度
は助け合いの意義があっても良いと思います。自立支援法など底辺の人たちが、どんな状況かがわかってない
官僚政府高官の案を、市町村議員が法令として施行伝達では行政として意味がないと思います。いかがでしょ
うか。老人医療保険も病名を多く持つ老人には適合しない医療保険であるように見受けられます。

高齢化社会が進んでいくことに対する対策などを考えていかなければならないと思います。若い世代などの福
祉に対する意識を高め、新たな担い手を育成していかなければならないのではないか。

老人にやさしい、子どもの教育を望みます。家人も一声かけてくれると嬉しく思います。
1-4　高齢福祉に関する意見

老齢のため特に意見なし。敢えて申し上げれば、今以上に老人が住みやすい市になってくれればと思う。当方
は3世代同居なので生活については不安がない。 近は独居老人が増えてきたので、それらの方々の面倒見に
さらに一層行政は力を注いでほしい。

高齢化が進んでいます。各地区より高齢者を選んで話し合う会などいかがなものでしょうか。

以前「ひまわり」老人介護施設を利用していました。介護士の意識改善をお願いしたいです。すごく良い介護
士さんもいて言いにくいのですが、入所者に対して「あんまりだな～」と思う物言いが多々あります。そうい
う方は上に立つ人が多いみたいです。恵那市の同じような施設で一年間勉強するとかしてほしいです。改善し
てほしいことを直接言ったりしましたが、結局早めに違う施設へ行かされました。「言ってもらわんとあかん
で言って」と言われ、いろいろ申し上げたら「うっとうしい」と思われたようです。介護士不足のため入所者
を他へ回すほうが良いんだなという印象を受けました。長い入所者は2年も3年もいるのに不公平だなと思いま
した。お菓子類をお礼に差し上げると割りとすぐ「ありがとう」と貰われます。いけないんだけどとは言われ
ますが。他県のしっかりとした施設でも良いかと思います。「心」の勉強をしてほしいです。入所者と担当者
の相性が合わなければ担当者を替えてほしかったです。

老人ホームにしても、上矢作、岩村、明智にできても山岡だけ無視されているとしか思えない。大井町と違い
山岡は老人ばかり。もう少し老人に温かい市政を行ってください。

お年寄りへの補助（生活が大変な場合、独居等）を見直し、より良い方向への財政が動いてくれるといいで
す。

高齢のため本人の意思で記入することができません。代理で記入しました。家族より・・・介護度4、歩行困
難、ボケもあり、農業の忙しい時期、ショートスティ1、2ヵ月、恵那市内は3ヵ月先しかなく、土岐の施設へ
預け、6月より帰宅。明智福祉センターデイサービスを申し込みましたが一日も取れず、山岡町の施設へお世
話になっています。介助する者も腰痛持ちで65才以上、毎日の世話もなかなか大変です。恵南地域でも現時点
預かってほしい時、3ヵ月先と言われても。同じような家族状態の場合でもひまわりは何年も入所したままで
いられる方もあるようで。市民も平等に福祉サービスを受けられる町でないと。自分の老い先がとても心配で
す。このアンケートにも福祉サービスについての問いはありません。

老人世帯が多く、その老人の面倒を看る。人的、全面的費用を市で負担しているような気がする。やむを得ず
独居になったら話は別だが、子どもは町へ出し、自分は市で面倒を看てもらうのはおかしいのでは。自分の親
なら子どもが面倒を看るのが当たり前だし、もっと後継者が残る施策を実施してほしい。逆に面倒を市が看す
ぎるから後継者が恵那市に残らないのではないか。
私の父母は上矢作の山奥で2人で暮らしています。高齢者福祉について、もう少し温かくみてほしいです。
これから高齢化になってしまう気がする。

福祉をとにかく充実させてほしい。 近よく聞くのは、介護保険の申請に訪れても、「一人で入浴ができるよ
うなら介護認定はおりない」と窓口で断わられたとのこと。その後の自宅への訪問等もなく、介護者が相談で
きるところがなく困ってしまっていたとのこと。介護保険は申請主義であり、家族が困って申請を希望するの
であれば、たとえ非該当と思っても、介護保険申請ができなければおかしいと思う。高齢社会の現在、お年寄
りが安心して生活できるよう地域での福祉、介護の充実に力を入れてほしい。今後、窓口で介護保険の申請を
断わるようなことはやめてほしい。もし断わるのなら、違う市の福祉サービスを紹介するといった配慮をして
ほしい。いくら入浴が一人でできても介護者が困っているのであれば、何か必要なサービスはあるのだと思
う。それを探し出してくれるような市の福祉サービスの対応を望む。

老人の働き場所。
各家庭での廃品回収を市で実施し、その資金で老人福祉の充実を行ったらよいのではないか。
老人の出会いの場が少ない。多いと楽しみが増えると思う。
増える高齢者が安心して共に助け合いながら過ごせるように、人と人とのつながりの持てるような場所ができ
れば嬉しいです。
年金生活です。医療保険、介護保険等引かれると生活が苦しい。この先どうしていいかわからないです。
高齢者の住みよい町にしてください。
高齢者の医療保険を見直してほしい。
高齢者の動向がわかるような情報がほしい。1.パック詰めの弁当の配達とか食事どころの案内　2.老齢者向け
の医療機関の紹介

9 ページ



自由意見

まちづくりの基本は市民を大切にすることです。後期高齢者医療保険など弱者を差別する制度に大胆に立ち向
かってください。

一人暮らしの高齢者が増えている昨今、近所に溜まり場的な所（民家の空家のような所）があると良いと思
う。好きな時に寄って、好きな時に帰って来られる所。現在、各地、部落に公民館や公会堂ができても鍵をか
けて、無人で利用していないのはもったいないと思う。管理が難しい点もあるだろうが、活用できないもので
しょうか。
快適な老人ホーム（老人マンション）が何ヶ所もできると良いと思う。
お年寄りも集う場所（娯楽施設等）があっても良いのでは。
70才以上の人の一割負担が全員に実施されるようにお願いします。

一人暮らしの老人にはあまり暮らし良い町とは言えない。全ての買い物にもタクシーを利用しなくてはできな
い年金暮らしの老人には身にこたえます。

高齢者が続々増えていきます。捨てることを考えないで命ある限り見守ってください。生きていても仕方がな
いと思う人が増えないように、まずまずの老後をお手伝いしていただきたく思います。年金にあった介護方法
等至急検討してみてください。（家族的なホーム等）

介護の方も負担を少なくしてほしい（今まで懸命に働いてきたので）。

60才定年となった優れた人材がそこここに山ほどいます。どうかその得意なことを発揮できる場がもっとあれ
ば、いや、今後自分達でできることをと模索中です。地域での高齢者への見守り、食事づくり、いこいの場
（くつろげる場）ｅｔｃ。認知症についての勉強も続けているので、その点でも何か役に立ちたいと考えてい
ます。

お年寄りが住みやすい恵那にしてください。
地方でも何とか住みよい恵那市にしてほしい。老人でも一人の人間です。何とか私達に力をください。病院に
行くにも若い人にお願いしなくてバスで行きたい。何とか私共の願いを聞いてください。年金生活ではとても
生活できない。

市も大きくなり年の大きい方などはわかりません。町と言っても山の中の村ですので、北から南のことはわか
りませんが、この前串原の方まで行ってきましたが、山から山、本当に市のためにやっていただく人はご苦労
様だと思いますが、上に立つ人は頑張ってください。私達のような年寄りはどうすることもできません。

年寄りの生活しやすい毎日を、よろしくお願いします。
1-5　障がい者福祉に関する意見

福祉関係の人材が減少してきてるように思います。老人の方はちょっとわかりませんが、障がい者施設では全
く人手が不足しています。安心して預けられるぐらいの指導員がいるといいです。市にはいろんな面でよくし
ていただいています。有難いと思っています。幼少の頃から健常者と障がい者が一緒に学び、遊び、暮らして
いけれる社会（恵那市）になったらいいなあと思います。

恵那市は人柄も行政も都会に比べまだまだ温かさや人情があり、システムとしてはでき上がってはいないけれ
ども、人の力でその都度誠意を持って対応できる人材の宝庫であるのと同時に、個人の把握（どこの誰だかわ
からない）がしやすい地域性があるのではと思っています。私は知的重度と自閉症を併せ持つ子どもの親で
す。こちらの角度から実はお願いがあります。痴呆のお年寄りを抱えた家族同様に、夜の睡眠障害、他害、自
傷、奇声と一時として目が離せず、また、家族では支えきれず、母親一人がかかわらざるを得ない家庭が実は
ほとんどです。その家族も日頃のストレスからうつや自殺未遂など、狭い地域のために本音が言いにくいこと
もあり、実際の苦労をのみ込んでいるのが現状です。他域（土岐、多治見などのように）ショートスティの場
があれば、一時の息をつく間に心身を整えて、また子育てへ向かっていく力をつけることができるのではと思
います。ここまで頑張ったらここで休めるが365日24時間ないのです。恵那には立派な知的障害者施設もあり
ますが、利用してみると実際職員ではなく利用者が看ていたり、「ドロやスチロールをがんがん食べちゃった
けど生きてるよね、大丈夫だよね」などと当たり前のように伝えられるなど、預けることへの不安から利用し
たくても利用できません。ぜひともショートスティのできる場をお願いしたい。アイデアではなく夢でもない
のですが、これがあれば希望を持って生きられます。

かなり難しいとは思いますが、特別養護老人ホームと保育園・幼稚園を併設させて一日に1～2時間でよいの
で、一緒に交流できる時間を設けたら、お年寄りと園児双方にとってよい結果になると予想します。今の特別
養護老人ホームの運営の仕方を客観的に見ていると、お年寄りを認知症に近づけよう、近づけようとしている
ようにしか思えません。今の若者を見ていると、啓蒙の精神が備わっていない若者が年々増加しているように
思います。子どもの時からお年寄りと接する事により啓蒙の精神が備わる事が期待できると私は考えます。

障害者支援の個人負担を少なくしてほしい（好きで障害者になったわけでないから）。
1-6　地域の医療・救急体制に関する意見
一人でもすぐ病院へ行けるなど。

老人にとってCTなど撮るとなると、上矢作か恵那病院。タクシーで行けば足代と医者代で1万円近くかかりま
す。少ない年金で年寄りは情けないです。
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自由意見
産婦人科がなくては子どもを安心してつくれない。

子どもを持つ一人親が普通に安心して働けるようなシステムがあるでしょうか。土・日保育、早朝・夕方保
育、病気の時の保育、学童の場所等十分でしょうか。

恵那市内の病院（上矢作病院）等の交通アクセスを・・・バス等の直行便をつくる。高齢者が一人でも通院で
きるように、どの町内からも行くことができる。例えば、恵那病院へは月、水は明智町、山岡町から、火、木
は上矢作、岩村からというように、曜日に分けて送迎すれば市内の病院への便利もよくなる。今の市内の病院
（通院）は不便であり、一人では行けない。多くの人が利用でき、よその病院へ行く必要がないようにならな
いか。利用者が多くなれば先生も良い先生を呼ぶこともできる。

市内に産婦人科をつくってください。または産婦人科医の配置をお願いします。病院が遠くては陣痛が始まっ
てからも大変ですし、毎月の検診も、産後乳腺炎で通院する場合もとても大変なことです。近くに公園をつ
くってほしい。小児科の充実を。岩村診療所の小児科の日数・時間を増やしてほしい。岐阜大学から月・木の
午前に来てくださっていて、きちんと診てくださるので安心しています。子どもが肺炎になった時もみつけて
処置していただきました。インフルエンザの脳症の疑いなど高度な医療機器が必要な場合は土岐総合にすぐ移
転してくださいました。子どもは夜や休日も具合が悪くなることがよくあり、もっと診てもらえる時間が増え
たらありがたいです。

入院施設のある総合病院の建設をお願いしたいです。
結婚しても産婦人科がないから困る。
高齢化の進む地域には、絶対になくしてはならない医療施設、上矢作病院です。老いの安らぐ場所を持続して
ください。お願い申し上げます。
早期に産婦人科医院の開設を。安心して子どもの産める町にしてください。
医療や施設の充実により定住者を増やす。
恵那市には産婦人科がないと聞いたので不安です。

もう一度産科、婦人科を設立していただきたい。そしてあらゆる検診をそこで行ってほしいです。車での検診
はとてもいやです。
産婦人科の病院が1つもないなんて事態がいつまで続くのでしょうか。一刻も早い改善を望んでいます。町中
の病院のかたよりも気になります。眼科は1軒、耳鼻科は2軒しかありません。すごく混むし選択の余地もあり
ません。
あと、小児科医療を充実させ方がいいと思う。

町から産婦人科もなくなってしまい、これからの子育てには不安があります。年齢ごとに欲しい情報などは違
うと思います。一部だけ優遇するのではなく、きめ細かい情報を適所で受けれるよう情報の発信をお願いしま
す。

恵那には産婦人科がなく、多くの女性が困っています。中津か瑞浪のどちらかの病院に行く状態ですが、緊急
の場合命に係わるかもしれません。もしそういうことで市民の協力が必要なら、みんな力を合わせてくれると
思うので、役場など要求がありましたら私は協力したいと思うので、そういう話を進めてくれる事がありまし
たら公開してほしいと思います。やっぱり地元で産みたいので。よろしくお願いします。

私は4才と1才の子を持つ母親です。仕事をしておりますので、幼稚園での行事や健診等、職場の上司に協力し
ていただき何とか今までやってきました。幼い子は夜間高熱を出したりする事が多く、病院に連れて行っても
外科の先生だったりとかで、結局翌日小児科にかかり、そのまま入院ということが数回ありました。何とか急
患でも対応していただけたらと願います。

病院の充実・・・将来恵那市を存続するには、名古屋のベットタウン化するしかないように思う。そのために
は、住みやすいまちづくりが必要。条件的には病院の充実、学校の通学の利便、交通の充実が絶対。町中に散
らばっている医院を1ヵ所に集め、市の第３セクターでの医療機器の充実、共同で使用するようにする。

恵那市に引っ越しをして1年が経ちました。今まで住んでいた市（2市）と比べたりすると、恵那の良い所や住
みにくさなど、いろいろ私達なりに思うことはあります。恵那は決して住みにくいわけではなく、今の町もの
どかで自然が沢山あり、子育て中の私には嬉しい限りです。けれど、今一番深刻で も重要のなのは、恵那市
に産婦人科やお産をする場がないということです。驚いたというよりがっかり、そして、住むのが恐ろしくな
りました。他市にいた頃は私もひとごとのようにしか思わず、まさか自分が産婦人科のない市に住むなんて考
えもなかったからです。周りのお母さん方もとても大変困っているし、安心して子どもを産めないし、恵那で
の子育てにとても不安があるといっています。隣の瑞浪市の開業医に頼ってお産すること、自分の住む市では
どうにもできない今、情けないですよね、この市は。役人の方はひとごとのようにしか考えてなさそうだし、
年の方はきっともう自分には関係ない事と思っているんでしょうか。私もこの先2人目、3人目と産みたい希望
はあります。恵那市が沢山の子どもの声にあふれ、未来のまちづくりを支える大切な命を育てるのに 良な町
になるよう、役人の方は真剣に本心で考えてほしいのです。産婦人科のない市に未来はありません。
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私は現在2児の母です。2人目を妊娠中に恵那産婦人科がなくなり、産院選びに苦労しました。不安になりまし
た。恵那に産科がないことで、「子どもを産むのどうしよう」と不安になるお母さんは少なくないと思いま
す。防災や交通環境の整備などの住みやすいまちづくりもとても大切だと思いますが、子どもを産みやすい、
育てやすいまちづくりも大切です。お母さん達は命をかけて子どもを産み、自分の事より子どもをまず優先さ
せます。そんなお母さん達のために、これからお母さんになる人達のために、恵那市政が産科を恵那に戻して
くれる事を願います。

自由に記入とのことですので、恵那市の医療について意見を申し上げます。合併協議の中で、当時の岩村町長
は、上矢作病院並みに各診療所は現状を維持し、益々その充実を図ると発言して、これを認めていただいたか
ら、医療の心配はなくなったと説明をしました。今、岩村診療所は入院はできず、5時以降は連絡も取れませ
ん。紹介されて病院へ救急車で行っても、かかりつけ医に診てもらえと診療を断わられた方もおられます。恵
那市の医療はいったいどうなっておるのか。マニュアルをつくって市民に説明をすべきと思います。命にかか
わる何よりも大切なことですので何よりも早い対応が必要です。

不妊治療、妊娠、出産に対する支援をもっとしてほしい。産婦人科など病院もないですよね。市外へ通うのも
とっても大変です。時間もお金もかかってきてしまいます。子どもがほしいと持っている人でも、できない人
もたくさんいると思います。そういう方の支援をもっともっとしてほしい。本当に大変ですよ。

頼れる産婦人科が中津川市にしかありません。小児科もどこへ行けばよいのかわかりません。恵那市の医院・
病院一覧表がほしい。

市立病院のスタッフは優しくないから行きたくないという人がいます。市内の開業医へ行くならよいのです
が、市外（中津川市民や東濃）へ行くそうなので、これは市営として問題があるように思います。
緊急の時の病院の対応が不安です。
夜間、休日の病院について、一度、休日に子どもがもどし、熱があるため救急に電話をして聞くと、1ヵ所は
教えてくださいましたが、そこが嫌なら自分で他に電話してくださいと言われたことがあります。病院によっ
ては幼児の診察は無理ですと言われることもあり、状況によって何ヵ所か教えてくださると安心できます。恵
那には小児科が少ないこともあるかと思いますが、休日などは特に子どもを見てもらいたい時があります。で
すから、小児科の充実を望みます。
産婦人科をつくってほしい。
産婦人科がないのも大きな問題だと思います。小児科専門の病院も増やしてほしいです。どうしても内科系の
病院の中に小児科と書かれた看板の病院が目立ちますが、蜂谷医院さんのような専門の病院が少ないので患者
が集中してしまい、子どもなので病院に連れて行くにも大変です。
この春再び恵那に引っ越してきましたが、以前住んでいたところは子どもの病院が充実していて、日曜日も
やっている病院が幾つかあり安心できました。恵那も日曜日も急患ではなく、普通の診察などしていただける
病院ができたらありがたいです。その前にせめて専門の病院を増やしてほしいのですが。恵那市の人口が増え
ることを願っています。
医療体制について、救急は市民病院へ運ばれるのが主流となっていますが、先生方の負担はどうでしょう。中
津川病院は内容が充実しており、近いため中津川市民に流れているのが現状です。恵那市民病院としては利便
性をを追求したらどうでしょうか。中津川市民も交通の不便な所に位置しており、高齢の方々の乗換えなども
容易ではありません。恵那市民病院も古い建物であるために将来的には建て直しが必要です。駅の近くなどの
便利の言いところに建てれば、患者さんも利用しやすくなると思います。市の中心に持っていくというのはど
うでしょうか。何か一番ということがないとなかなか上手くいきません。未来のために産婦人科を充実させて
ほしい。「里帰りに恵那へ来たい」「親の元でゆっくりと身体を休めたい」、妊婦にとり安定した精神状態も
大切なこと。できれば、地元で産ませてあげたいものです。どうか明るい未来のために、子ども達を安心して
育てられる医療の拡大と充実に力を入れていただきたい。

少子対策に力を入れてほしい。特に病院の整備を徹底的に行う。産婦人科がないため、現在妊娠中であるが遠
くまで健診に通わねばならない。また、救急車で恵那市民病院に運ばれた際には、激しい痛みであるにもかか
わらず、原因がわからないためそのまま放置。あまりの痛みに産婦人科のある中津川か多治見の病院に搬送し
てほしいと申し出てからも何時間も待たされ、運ばれたのは夕方18：30～19：00頃なのに、多治見の県病院に
搬送されたのはもう深夜であった。本当に不便だと思った。

妊婦にとって、定期検診で通院することも大変です。子どもを出産する場所が市内にないということはとても
不便です。医師の不足等、問題は深刻とは思いますが、安心して出産ができる場所がほしいと強く思います。
緊急で市民病院へ電話したところ、あまり受け入れてくれないような口調で、「休日の担当病院の方へ行って
みてください」と言われ、休日担当病院へ電話してみましたが、電話がつながらないので、結局中津川病院で
診てもらいました。こうした些細なことなのですが、少し安心して生活できないと感じること事があったの
で、このようなことがないといいなあと思います。

恵那市民が恵那病院ではなく中津川市民病院へ行く理由をもっと考えてほしい。市の職員の方々でも、議員で
も中津へ行くのではないでしょうか。自分のこととして考えてほしい。（中津川市民病院では恵那というだけ
で断わられる場合もあり、いやな思いもします）
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中津川市のように常駐医師のいる市民病院をつくること。名大系でないと、後の医療フォローができないの
で、変更すること。

恵那病院の充実をお願いしたい。お医者さんはとても感じよく有難い。多少赤字でも市民にとってとても大切
な病院だから、ぜひお願いしたい。産科そして婦人科の回数が増えることを希望します。

自分は中津の皮膚科の病院に通っていますが、恵那には皮膚科の病院があっても場所が分かりにくく、恵南に
行くなら中津に行った方が近いので、中津との連携を深めてほしい。

診療所の改善。夜間診療医不在。
2-1　自然環境の保全と活用に関する意見
私の家の近くには、ギフチョウが飛び交っています。自然保護のための看板は小さいものが脇道の方に1本あ
るだけです。春先には大きな網を持った人が何人も車で乗り込んで来られます。親子連れであったり、マニア
の人のようであったり、業者の人のようであったりです。1人100匹位は捕って帰られるようです。捕獲禁止の
看板でもあれば注意とかもできますが、私達は黙って見ているだけです。生活環境、自然環境が大好きですの
で、なるだけこの生活が続けられたらと思っています。自然保護の看板の設置を希望します。
自然を残し、山岡を変わることないまちづくり。
森林の整備。
上矢作のダム計画は反対です。それよりも山林整備にもっと力を入れてください。
大井町の橋の下辺りで、阿木川で子ども達が魚つりや魚つかみができたら、大人も子どもも喜んで、一日でも
良いかと思います。

ふれあい広場のような広い芝生のある公園をまたつくってほしいです。恵那は自然が身近にたくさんあるけれ
ど、緑を見ているだけで、すすんで山に入っていったりは、何か目的がある人以外はしない人が多いと思いま
す。山がこんなにあるのだから、もっと自然の自然とふれ合うこともしていけたらいいと思います。気持ちが
よくなるだろうし、環境保全にも関心が増すと思います。しかし、やたら人が入っていったら生態系に悪影響
が出そうだし、わらび、山菜やたけのこ、きのこ等を独り占めする人もいそうで、やっぱり山を公園のように
するのは難しそうです。歩きやすい散歩道をつくるとか。

川べりと里山を結ぶ遊歩道をつくって、歩く人をたくさんにしてほしい。2ｋｍぐらいあると良い。
産廃など、他の業者に利用されないようにしたい。
2-2　快適な都市環境づくり、まち並景観整備に関する意見

せっかく歩道ができているが、草が生い茂り活用しにくいので、まめに草取り、草刈りをしたらどうか。見た
目も美しいと思う。シルバーさん達にお願いしたらどうか。

近よく聞く事は、今は花のある所がよく集る。男性はあまり感じないかもしれないけれど、女性として、今
どこかへ旅に行くかという話になると、花のある所が一番人気があります。恵那峡辺りも桜も古くなりぱっと
しません。もっと花木を植える所にはどんどん植えて観光客を呼び寄せたらと思います。

恵那市全体に人を集める事は、集ってくる人々が町から出て行かない方法。住みよいまちづくりがあると良い
けど。
道路が草ぼうぼうです。今まではきれいでした。頭の上を見ると車の上へ木の枝がはみ出して、恵那市って？
と思ってしまいます。ボランティアで整備に出ていますが追いつきそうにもありません。何とかきれいな恵那
市になりませんか。

下水道工事も早くするようお願いします。

金田製材はつぶれたけど、ジュースの空き缶、テレビ、タバコの吸殻などちっとも捨てない。一度見に来てく
ださい。町はきれいになりません。

田んぼの草刈りもシルバー人材にやってもらっています。年3回も草刈りを頼むと大変です。

上矢作に住んで60余年、お墓もお寺の横道にあります。住宅をつくる時に私の住んでいる所が今の住宅の真ん
中辺りになっていたから、家をつくってやるから立ち退いてくれと言われて立ち退いたら、あんたのよい所に
一時は入れと言われて、そのまま今までになっております。近所の人がお前さんとこは自分の家だというけ
ど、そんなことはない。今は市営住宅だよということです。私も自分であきれるほど長生きできて、これもみ
んなのおかげだと思う。騙した役員がえらいのか騙された私がバカなのかと思うけど、もう過ぎた事、私が我
慢します。後何年生きるかわからないけど、このままここに住まわせてください。どこにも行く事がいやで
す。隙間風の吹く家で結構です。近所の皆様がとても親切で私は満足しております。荻山岩男さんは岩本の家
をなおす時に言うなりにすばらしく上等に出来上がりました。近所の人達も大きな事を言う人が勝つ世の中か
と言います。住んでいないのに私達の言う事は聞き入れてくれなかったのです。大工さんが来て縁板が打ちす
ぎるといって岩本が怒ってきて、その時私の押入れの戸を動くように来ていた時です。大工さんは怒って家に
帰っていってしまったけど、そんなこともしておきながら、また来てきれいに岩本のは出来上がり、私の所は
敷居にしんがり棒がつっかい棒です。世の中いろいろと思って我慢しております。

近街灯が設置され、以前のように懐中電灯を持ち外出することが少なくなり安心である。まだ不備な地域が
あれば検討願います。
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路肩の草刈りやゴミの清掃などをもっと地域住民と行うことが必要だと思います。清潔な所には犯罪が少ない
のでお願いします。
環境のよい恵那市を生かして老後は恵那で過ごしたいと思うようなまちづくり。
お店が8時や9時で閉まってしまうので不便さと感じることがある。
豊かな自然を生かした環境整備に力を入れ、活気ある街、魅力あるまちづくりを目指してほしいです。
豊かな自然を守り未来ある子ども達が生き生きとし、若者達が定住できるまちづくり。見識ある大人も若者の
声にも耳を貸すべきでは。

串原にはアパートがなく住める所がありません。教員住宅は空いているのに、教員以外は入れないそうです。
住むとこくださいな。

現在、市営住宅に住んでいます。一生恵那に住むことも考えましたが、土地がなく、他の市を含めて探してい
ます。市営住宅に何年か住み定住を決めた家族には、市が新しい土地または家を紹介するのはどうですか。市
営住宅の売却も視野に入れてお願いします。

ゴミのポイ捨てなどは大変少なくなったと思いますが、犬のフン害がまだ結構あると思います。せっかく町を
整備しても、ゴミやフンが落ちていては何にもなりません。これからもなくすように、いろいろな機会を利用
してやってもらいたいと思います。

中津川同様、駅前東西南北店が死んでいる。
下水道工事の補助を拡大してほしいです。
もっとボランティアに呼びかけ、草むしり等きれいにすることはできないものでしょうか。

また、エネルギー面でも田舎はコストが高くつくので難しいが、寒冷地でもある土地柄、都市ガスが整備され
たら助かる。

県外から越してきた時、アパート、借家はできているが、まず、定住する場所（市営など手続きの簡単にして
家賃が安い所）をつくってほしい。全体に家賃の占める割合が高いため、生活が大変で働く企業が限られてい
る。

空気も水もきれいで景色のよいこの町を守っていくことが、まちづくりの基本だと思います。

王子製紙周辺の阿木川廃止とコンクリートだけで固めてありますが、一番汚れが出るところで水を浄水するに
は、やはり植物が生えていた方がよいのではないでしょうか。いくら見た目にはきちんとしているようでも、
自然のないところでは水もきれいにはならず、人の心もやすらぎが与えられないと思います。石の周りに葦の
ようなものを植えたりしたらどうでしょうか。

横断歩道に人が待っていたら、ドライバーは一旦停止を義務付けられているのに、ほとんどの車は止まらな
い。また、信号機が赤になっているのに無視するなど、交通ルールを守らない車が多いのに、警察はほとんど
取り締まりを実施しない。正家～大崎の区画整備においても、通学路であるにもかかわらず、行政は歩道を
取っ払って車道を増やすなどの構想を掲げている。このように子どもだけで安心して安全に歩ける環境が欠如
している。駅前の市営の駐車場において、身体障害者用のスペースに健全者の車が駐車していたので、係員に
改善するように依頼しても、上から指示がないのでやらないなどと全く役に立たない。他の民間の駐車場にお
いても、ステッカーなしの車が駐車しているし、仮に市販されている障がい者用のステッカーを貼ってあった
としても、本当かどうかわからない。このように一部の身勝手な者に対しては厳罰を与えるなどして公平な街
づくりが必要である。

溝の整備。活用されていない看板の取り除き。枯れた街路樹の伐採。飲食物を歩きながら飲食しないように学
校で指導していただくこと。喫煙者に歩きながら喫煙することをやめる方法を考えること。各家の前の清掃す
る意識をつくるように自治会に指導すること。

どんなまちと言えば、工業地帯、商業地帯、大観光地でもなく、自然豊かな安心して住める住宅地が中心に適
していると思う。教育、医療の充実で、他市への通勤の便利度を上げることから住宅地域づくりを中心にした
い。

大崎地区の都市計画により、道路も整備され、商店も駐車場も完備されて買い物に便利になった。美田を潰し
て町にしてもったいないと思う想いもあるが、将来立派な都市となるならばやむを得ない。将来東濃四市の中
で もよい町になる可能性があるが、大型店のみ発展して小型店が失業するまちづくりでないよう望みます。
廃水処理の不備な所の新築住宅を建てる許可を出さないでほしい。
阿木川公園に犬の散歩による犬の糞の後始末がなされていないので、非常に不衛生のため一度検討されたい。
今までは車での生活が当たり前だったのが、出産・育児を通してベビーカーで移動するのがとても不便。道路
（特に歩行者）の整備をもっときちんとしてほしい。少しの段差もベビーカーでは行くのが大変。
駅前が何か淋しい気がします。
恵那市内の中心的の場（駅前通り）など、かなり無駄なことが多い。そのため商店への立ち寄りに大変不便。
独身者でも入れる住宅（市営）があったらいいな。
老人方が多い地区です。草刈りで毎日が過ぎていくような生活です。助けてあげる手立てがあるといいと思い
ます。田畑を抱えた老人方で困ってみえる人があると思います。老人でなくても土日のたび草刈りそれだけ
で、この土地が嫌になることがあります。
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恵那の街も禁煙に。路上にタバコの吸殻がたくさん落ちています。恵那の街、ゴミもなく綺麗な街と観光客に
言われたいですね。禁煙、罰金10,000円、タバコ、ゴミのポイ捨て50,000円など路上の罰則

恵那市街の開発が進むことはとてもいいと思います。しかし、夜間などの安全性がとても心配です。市町村合
併により何かと大変だと思いますが、これからも良い町であり続けることを願っています。頑張ってくださ
い。

安心して暮らせる豊かな恵那市にできたらいいなあ。

西中学校は山奥で、一人で帰ったり、部活動に使う外周とか道路も危ないし、人があまり通っていかないの
で、帰宅に心配です。東中みたいに明るくて、人がたくさん通って危険じゃない学校をつくってほしい。

1～2年に1度、川掃除をしていただきたい。

農地の持ち主がいなくなったため、農地が荒れてしまい、山のようになっている所が多く見られます。荒地が
地域の真ん中にあるので、何となく残念で寂しい気持ちになります。若い人たちが町へ出てしまう一つの要因
なんではないでしょうか。

花いっぱいの花壇はとても良いと思います。四季のいろいろな花が見られ良いですね。元気な年寄りが働ける
場所がほしいですね。65才前のお客が買い物に来て言ってみえました。

2-3　安心・安全なまちづくりに関する意見
第一に「安心・安全なまち」づくり。消防団員の確保・増員。防災職員の増員。登下校時子ども見守り員増
員。

恵那市に住みたくても住めない。特に山岡、岩村には古くなった住宅しかなくて住めない。山岡、岩村にも市
営住宅をつくってほしい。自分達で家を建てている人達はいいけれど、つくれない人達だって多くいるはずで
すし。もう少しこういう人達のことも考えてつくってほしいです。

自然災害が多い中、避難所の耐震性、収容しきれるか、また、河川工事の年数の経っている所の耐久性はどう
なのか、とても心配です。犠牲者が出てからの対応ではなく早めの対応を。

防災のことですが、防災対策は恵那市ではどうなっているのでしょうか。地域でも意識が薄いように思いま
す。いざ大地震が起こったとして、恵那市の防災マップとか避難経路、場所、わかりません。地域の方に聞い
ても知らない方ばかりですが。市から各地域に指導し万全の準備ができたらと思います。そうすれば、町内
会、自治会等動くのでは。

下校時のチャイムが大きくなって地域の人に知らせるようになった事は子ども達を守るためにとっても良い事
だと思います。

道を歩いていて側溝に蓋や柵をしておらず、雨や水の流れがはやい時などは歩くのが恐い。特に城ヶ丘幼稚園
近くの踏み切りのところは車のよく通るところでもあり、歩いていると下の川に落ちてしまいそうでいつも恐
いなと感じています。何かしら対処していただけると住民や観光客も通りやすいのかなと思います。

市の中心部で歩道が整備されているが、途中で中断されているのは歩行者にとって優しくない。散歩する人が
増える町に。

でも、山の木を 近切られてきて、大雨の時に土砂がくるんじゃないかと思い不安です。田舎の方の民家が安
全に暮らせる意識を取り込んでほしいです。

恵那市のスーパーやデパートの駐車場内での車に関する事件をよく耳にしています。警備員をつけてもらうな
どして市民の安全を守っていただきたいです。知り合いが被害にあったので。

子どもが学校から遅くなる時は夜道が暗いので、外灯をつけてもらいたい。

TVでもやっているけど、いろんな事件が増えてます。そういう事件をこの恵那市の街の中で起きない生活環境
にしたいです。

昔と比べて不審者がかなり多くなり、夜の通勤、通学が不安になってきました。恵那駅に警察官を一人または
防犯カメラを設置してはいただけないでしょうか。

せっかく整備した道路も、その後のメンテナンスが悪ければ景観を損なう。財源がないため、雑草の除去等軽
微なものについては、整備の条件として地域にて実施するよう約束させるべきである。確約が取れない場合は
整備しない。
以前は飲料水、東濃用水で飲み水が安心でしたが、今の阿木ダムは大変汚れていて塩素の臭いが鼻につきま
す。安心して飲める水を希望します。

恵那駅のタクシー乗り場にて。終電で帰り、タクシーを待っていました。一台もなくて一人で居たのですが。
酔った男性が真後ろに座り「殺すぞ、死ね」と言い続けてきました。15分ぐらい2人きりで、逃げるのも恐く
てタクシーを待ち続けました。その日は何もなく帰れたのですが、交番があんなに近くにあるのに意味がない
と思いました。高校生の時も痴漢にあい、いやな思いをしたので、パトロールを強化していただきたいです。
私の周りには結構被害者がいます。これ以上被害者を増やしてほしくないです。

引ったくりや不審者の話をよく聞くので夜の見守りを多くしてほしい。
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夜間市街地の周辺が暗いので街灯とパトロール

近4時に「お見守りをお願いします」の放送が流れるようになったのは、良い事だと思いますが、長島は月
曜日は3：30の集団下校で4時にはちょっとすぎには着いていますし、火・木は2：15下校です。どちらかと言
うと低学年の子の方が力が弱く、連れ去りなどが心配なわけですが、少し考えていただけませんでしょうか。

全く危険な所を老人の方達が歩いておられるところがあることを知って改善してほしい。

今、下校時間になると安全パトロールや放送で呼びかけますが、夜勤労働者としては少し騒がしく感じます。

2-4　環境衛生対策に関する意見

現在、市のゴミ袋が高すぎる。他の市ではもう少し安いので、恵那市でもできることと思います。

陶土搬出によるダンプの土埃の対策が道路周辺の民家に対し全くされていない。（山岡町原地区）

旧恵那市へ行くと、ゴミは皆さん名前は記入されてないにしろ、きちんと出されてて、燃やしている所を見る
ことはなくなりました。が、過疎化の中にある家の周りでは、30軒くらいあるのにごみ出しに行っても5軒分
出ていれば多い方です。役場に勤務している家庭からは全く出ていません。市民の意識を正すことも大切かも
しれませんが、まずは職員が手本とならなくてはいけないのではないでしょうか。ゴミを出さず燃やしてい
て、○○さん家は出し方が・・・と言っている姿を見るとムカムカとします。○○さん、△△さんのお宅では
ゴミは出ませんか。上司の方確認してください。口では何とも言えるはず。旧恵那市では見回りがあると聞い
たことがあります。平等にすることも含めて恵南地区も見回りをしてください。夜暗くなってから燃やしてい
る家、朝燃やしている家、かなり堂々としたものですよ。真面目にしているのがばかばかしいです。燃やすこ
とを許されるなら、高いゴミ袋を買わずにこちらも燃やしたいです。

市外より転居して2年経ちますが、市によって行政の違いが明確になりました。今までは外の世界を知らない
井の中の蛙でした。恵那市民となってびっくりしたことは、ゴミ袋の値段が高いこと。リサイクルのペットボ
トルも「ラベルを取らない」ということも驚きです。意見ですが、不用品の交換、自分が不要になった物でも
他の人が必要とされている物があります。その窓口として市が取り扱ってリサイクルできたらと思います（広
報を利用）。健康を推進する意味で、地域で各委員を選出し、健康福祉課の保健師さんと共にいろんな取り組
みができたらと思いますが。

「ゴミ」を出さない町にできるといいですね。すべてリサイクルできるようになるのが夢といえば夢。CO2を
小限に抑える生活ができるようになるのが理想ですね。

リサイクルの場を多くして、少しでも無駄をなくすとよい。ゴミの量を少なくするにはリサイクルの場を多く
するとよい。いろんな公共の場所も使う人と使わない人では意見が違ってくる。

ゴミの収集所がすごく遠いです。すごく不便です。今回こういうアンケートがあることを初めて知りました。
とてもいいことだと思います。

ゴミの日を増やしてほしい。資源ごみの時に新聞、チラシも一緒に集めてほしい。

恵那市中からゴミをなくす。リサイクルの徹底、企業、学校、家庭の生ゴミをすべて回収し、発電に利用⇒肥
料に利用⇒豊かな畑を沢山つくり、都会の人や希望者に貸す。学校の制服等も行事だけに着るのならすべて貸
与とする。リサイクルは他の都市でしているレベルとは違い、ものを直してとか使えるものは使うのはもちろ
ん、デザイナーがデザインして、服をリメイクしてWEBサイトで売ったりしていく。リメイクする人もシル
バーの方々に手伝ってもらったり。他にもいろいろありますが夢ですね。

これからは、温暖化が一番の問題であり、ゴミの分別、リサイクル、そして何より余分な包装などせずに資源
を使わないことです。
ゴミ処理で本当にリサイクルできているのか。
資源ごみのことですが、月1回の収集は恵那まで出かけないとできないですが、車のない者は行けなくて残念
です。地域ではできないでしょうか。（青空資源）
以前、名古屋に住んでいたので、恵那市はゴミの分別をしなくてもよいことに戸惑いました。これからはエコ
の時代です。
一般廃棄物（タイル、ブロック等少量）について、クリーンセンターでの受け入れを断わられたことがあった
が、産廃業者を紹介するわけでもないため、市としての姿勢をはっきりしてほしい。本来であれば家庭から出
た一般廃棄物は市で処理すべきではないか。廃棄物の処理と清掃に関する法律で明文化されているので。

総合庁舎の資源回収ももっと利用してもらえればゴミの削減、経費削減ができると思うが、場所もついでに買
い物というような所ではないわりに、さらに手間をかけてゴミを分別しているわりにはメリットもなく、ガソ
リンも高騰している中、いっそのことゴミ分別しない方がという人もいるのでは。頑張っている人、市のため
に協力している人にはもっと感謝を表してもよいのです。ゴミ袋一枚プレゼントとか、スタンプ制とか。

日曜リサイクル広場が始まり、大変ありがたく感謝しております。おかげでダンボールや新聞の置き場所に困
らなくなりました。担当の方は大変だと思いますが、どうかずっと続けていただきたく思います。私は毎月利
用させてもらっています。市民のリサイクルやエコに対する考え方も少しずつ変わってくるのではないでしょ
うか。
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アンケートの項目にあるごみ減量化と資源リサイクル化です。レジ袋の利用を減らすよう積極的に取り組んで
もよいのではないでしょうか。ペットボトルのキャップを回収して途上国にワクチンを届ける活動があると聞
いたことがあります。普通なら可燃ごみになるものが人助けになるのです。そういうふうに少しでも資源とし
て活かしていく活動をできたらと考えます。ゴミを減らすことでCO2の削減にもなり、地球の環境もよくなっ
ていきます。恵那市は積極的にこういう問題に取り組んでいくまちづくりをしていったらどうでしょうか。

良い街にするには、まず、みんなが元気で暮らせることが第一です。恵那は山に囲まれているのに、乳幼児や
成人にまでアレルギー体質の人がとても多いことに私はビックリしました。全国的にも増加傾向だとは思いま
すが、環境の良い所にはあまり多くないのです。私は町の中心にある製糸工場の24時出続けている煙が一番影
響していると思っています。私達はたまたま名古屋から引っ越してきましたが、他の面では恵那をとても気に
入って、永住しようか検討しています。が、子どもがアレルギー体質なこともあり、あの煙がとても気になる
のです。市はその点をもっと調査すべきだと思います。

資源回収について。小学校、中学校の資源回収のほかに市が回収してほしい。子どものいない世帯、自治会に
所属しない世帯にとっては、学校による回収の情報を得ることができない。新聞、雑誌など資源が多く出るの
で、回収の機会を増やしていただきたい。多治見は市による回収が行われている。

不燃物以外の家庭ゴミの収集を徹底し、野焼きによる焼却をなくす（リサイクルも含めて）。家庭や産業から
出るてんぷら油のディーゼル燃料再利用化、そして収集するための環境整備。

小学校や中学校で新聞などの資源回収がありますが、昔のように子どもがたくさんいるわけではありませんの
で、親さんの数も少なく、ほんの2、3家で50数家分の新聞、雑誌、アルミ缶、ぼろを集めなくてはならず、も
う限界です。市の回収車で月1か隔月かで集めるようにしてください。
RDE→乾燥させるのにすごくエネルギーを使うのでは？湿ったゴミと乾燥ゴミは分けて収集して、そこからつ
くった野菜や肥料を市民の方に安価にわける等の対策をとったらどうですか。
ゴミ袋の（中）があると便利です。エコにもなるはず。

可燃ゴミの収集日を一年おきに変更するのは非効率的で大変不満です。祝日も収集するように提案します。市
で無理なら民間に委託する方法もあります。住民へのサービスは当然のことです。収集日を毎年変える自治体
など聞いたことがありません。

粗大ゴミを予約制有料化で回収しに来てほしい。可燃ゴミの袋の材質が悪すぎる。以前、役所の方が、「あく
までも可燃ゴミを入れる袋だから、この材質で十分」と話したと聞いたことがあるが、実際はピザの箱や尖っ
たプラスチックの食料品のケースもある。表面上の理論ばかりで実生活に伴っていない。他県（名古屋）に比
べたらゴミ袋もかなりの高額。高額に見合うようなやり方を考えてもらいたい。

近は何もかも値上げ、食品、ガソリン、ガスなど。なのに給料は上がらない。生活は苦しくなるばかり。子
育てにもお金がかかり、学校のジャージや文房具など安く購入できたり、学生服などリサイクルできるものは
リサイクルしたい。ゴミも少なくなるし良いことだと思います。

武並の上野第二の1班の方ですが、家でゴミ（サッシのゴムなど）を燃やしていて、近くの家の人はいつも迷
惑しております。犬も夜中でも昼間でも鳴かせっぱなしでうるさくてたまりません。注意していただけないで
しょうか。
資源ゴミが月一回なので、意外とたくさんたまってしまいます。庁舎でプラスチック他のリサイクル日がある
ようですが、日にちの都合もあるのでなかなか行けません。常に資源ごみなどを持って行ける場所があると、
こまめに持って行けるしリサイクルの意識も高まると思うので、そういう施設を町の中心部につくってほしい
エコ活動に関心があります。ステーションでプラの回収をしてほしいと思います。ペットボトルのふた、ラベ
ル等（集めてみると案外たくさんありましたので）
恵那市全体として、子供がゆっくり遊ぶことのできる公園が少ない。岩村町に関しては、無いのです。子ども
達にとって、とても悲しい事であり、親にとっても淋しい事です。公園で学ぶことも多々あると思います。子
ども達に遊べる場所をぜひ提供してください。安全な遊具の設置も。乳幼児と小学生児童と分けるなどして。
これは、たくさんの子供を持つたくさんの子どもと親の願いです。
2-5　憩いの場に関する意見

私は小学生の子どもを持つ者として明智町の現状しかわからないのですが、意見を言わせていただきます。ま
ず、子どもが安心して遊べる公園が1つもありません。少子化で、わが家は明智町の真ん中にありますが、子
どもの足で行ける範囲に全く小学生がいません。子どもも親もふれ合える公園があったら良いなと思います。

子どもが安全に遊べる公園をもっとつくってほしいです。小さい子どもが遊ぶには危険な所とかあるので、安
心して遊べるような場所があるといいと思う。

子どもの遊び場が少ないので各地につくってほしいです。公園は気が向いた時に孫の手をつないでぶらりと行
きたいものです。人が遊んでいないから取り止めとは、行きやすい場がほしいです。子どもが自転車など乗り
回れる何もない広場がよいのです。

17 ページ



自由意見

以前は恵那市役所近くにふれあい広場という公園があり、子育てをしている期間よく子どもを遊ばせたもので
した。現在も阿木川沿いに公園があるようですが、一度も利用したことがありません。遊具も少ないように思
います。子育てをしている若い親さんは今どんな所で子供さんを遊ばせてみえるのでしょうか。子育てから遠
のき、我が子が子どもを持つのもこれからですが。

ホタルの幼虫の放流、見頃を教えてくれるCATV、とてもいいことだと気に入っています。

今となっては仕方のないことかもしれませんが、前に今図書館のある場所にあったような、芝生の広い大きな
公園が恵那の街中にあったらなあと思います。まだあの公園があった頃私には子供がいなくて、ぶらっと通り
かかった時に、マクドナルドの袋を持った家族が芝生に敷き物を敷いて食べていたり、ボールを転がしたり、
滑り台などの遊具で遊んだり、いいなあと思ったものです。 近はとても暑く、異常なまでに温度が上がりま
す。日よけの屋根など付いた公園があったらなあと思います。私も恵那市民になって11年。今ではこの環境が
子どもにとってとてもいいものだと思っています。いろいろな恵那のいい所を引き出して、恵那以外の人たち
にもたくさん知ってもらって、これからももっともっと栄えたらなと思います。駅前とかのイベントにも子ど
もを連れて参加していきたいと思います。

中津川に行く機会が多いこの頃です。孫を連れて遊ぶ公園の充実、広さ。文化面の催しの多さ、内容の充実。
お祭りの催しの多さ、内容の充実。

保育園に行っていない子どもが安心して遊べる公園がほしいです。阿木川公園は広くていいですが、子どもが
遊ぶ遊具が少なく場所がわかりにくいため、人があまりいません。

子どもが外で遊ぶ光景があまり見られません。近所の公園の遊具も撤去されてしまいました。以前のように滑
り台やブランコがあれば嬉しいです。子どもを外で思いっきり遊ばせたいと思っています。
恵那の人はお風呂好きな方が多いのでは。私の周りはみんなそうです。温泉施設の活性化を。
1～3才が楽しく遊べる公園（遊具がある）今、いろいろな公園がありますが、我が子が遊べる所があまりあり
ません。阿木川の公園に行っているのですが、遊具が同じようなものしかないし、友達の子は危ないから父親
に遊んじゃいけないと言われていました。それじゃかわいそうなので、お願いします。
小さな公園はあるのですが、昔みたいに散歩のできる安心な公園があると嬉しいです。
県外より嫁いできたのですが、実際、恵那へ県外の友人を招待しても、これといったものがなく残念です。
ゆっくり癒しのできるような場所がほしいと思いました。
恵那市は何で経済力を補っていく予定なのですか。農業や工業か観光なのか、何もかもが中途半端な感じがし
ます。私としては、恵那峡を生かした観光を充実されていかれたらと思います。今日では、遊覧船に1名か2名
しか乗船していない状態です。またダム湖には、草、ゴミが堆積しており、あれでは誰も来ません。昔の恵那
峡に何とかしてください。
交通の便が良い所で、もっと子ども達が安心して遊べる公園、スポーツ広場、休日子ども連れの遊び場が少な
い。

複合遊具、アスレチック、サイクリング、遊歩道などがある、小さい子どもからお年寄りよりまで利用できる
大きな緑地公園をつくってほしい。市外、県外から遊びに来れるような大きい公園。恵那峡とか今いち中途半
端だし、県外の知人に恵那に遊びに来てと言えない。

子ども達が土日休みなので、公園みたいな大きい場所が出来上がれば、親御さんは安心して遊ばせる所で気を
遣わずにみんなで楽しみやすいと思います。

老人が増えるにつれ、今まで培われたもの等、十分に発揮できる場所があるとよい。おばあさんの知恵袋等、
ボランティアで教える。

3-1　土地利用に関する意見

工業団地用の土地が市内近辺に余っているのはもったいないと思います。山の中の道路が整備され、生活道路
が整備されていない様子を見ると、少し不可解な印象です。

恵那工業団地をつくる。

その反面、工業団地の整備が遅れているような気がします。企業誘致をもっと積極的に進め外からお金を稼
ぎ、市民の働く場所を増やす必要があると思います。

恵那市のこれからの進め方について。もっと広く意見を集めると良いです。恵那市の中心部の開発が重視され
ている感じです。開発に対してもっと地域色の強いものが必要では。どこにでもある地方都市では淋しいで
す。意見の求め方を変えるとおもしろいものが見えてくると思います。

3-2　道路に関する意見
道路工事が多いが、ほとんど車が通らない所まで広くて立派にしなくてもいいと思います。
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後に道路の件ですが明知の工業団地に向かう所で宮町を通りますが、 近では超大型車、大型トレーラーが
工業団地を出入りしますので、道路が混雑して通行者および道路沿いの住民が大変迷惑となっています。やっ
と市場町の信号から東山へ抜けるバイパス道路の建設が行われていましたが、今では工事は中断しています。
噂では予算がないので中止と聞いていますが、今明智で一番やらなければならない事ですので、今一度考え直
して早く工事に着工してくださるようお願いします。

道路整備のことで、私の長年の夢です。国道363の改修です。現在明智に住んでいますが、明智の町の発展を
考える一住民です。国道363の改修なくして町の発展はない（これ以上）と考えております。生命あるうちに
夢が叶えられたらと毎日思っております。

私は串原在住ですが、通勤、買い物等地区外へ出る事が多いのですが、道路環境が悪く、移動に手間がかかり
ます。市長の、末端から市中心部まで30分構想を早く実現されたく思います。そうすれば地域間との交流も活
性化しまちづくりも活力が出るのではないでしょうか。

現市長の夢である恵那市中心点から恵那市の端まで30分構想、その実現を願うのみです。特に串原地域までは
現在40～45分、この15分間の短縮により交流人口の増加が望め、恵那市への通勤、通学が増加し、地域の活性
化が今以上に活気づくと思われます。明智から串原への道路の整備を。

道路。家の周りの整備が充実されないと、毎日が不便で夢は持てない。
市会議員をボランティアにしましょう。

恵那駅前の駐車場がとても危ない。通勤、通学の時間帯には止めにくく、信号ぎりぎりだったり、とても危な
い。大きな石も大事かもしれないが市民の命、使いやすさももっと大事だと思います。駅前横通り、ココスト
アを通り線路を抜け市民病院へ抜ける道をつくってほしい。急の時などに向け広い道をつくってほしい。

無駄な道路はつくらない。

私は市外から少し外れた山の中に4月に嫁に来たばかりですが、道が悪く、人を呼んだり自分から運転して家
を出るのが難しい所にいます。田舎の方の道の拡大をお願いしたいです

19号国道の早期片側2斜線化（恵那～中津川間）。車の多い車道の歩道整備、歩行者、自転車の安全確保。よ
りよい恵那市の街づくりをお願します。

武並駅周辺の道路について。駅裏の道を広くする。（図あり）そうすると、表の道の交通量が減り、児童の通
学における危険性が低くなる。駅の利用が便利になる。スケート場へ行くバスなどの大型車が19号からスムー
ズに入ってこれる。

駅を出発点とし道路整備を望みます。
明智町の工業団地、道路整備ですが、30年も遅れのことですし、前からの町長、町議のふがいなさの結果であ
る。辻から整備に入っているが、これまた今の時代に合わないと思う。もっと車の大きさとか今の時代また先
を見て、考え直してもらいたい。国道363を整備してください。
東名～中央自動車道に接続する高速道をつくる。
阿木川東側（神徳、御所之前、本町等）の通学道路が整備されていない。いつになったら整備するのか。ま
た、整備する道路を重点的に行ってください。
今は自転車に乗っていますが、旧市街地も安心して乗れるよう、少しでも良くしてください。自転車も通れる
歩道よろしくお願いします。

駅前道路の早期拡張整備をしてください。
・神の木橋～堅町　・新栄町～ふみきり～駅
駅の裏側から表へ抜ける道の整備をしてください
・車で通れる道路・人が通れる道路

恵那駅のロータリーが不便で再整備の必要があるとのことですが、そもそも 初の設計での利用状況の見積り
が甘かったのでは。財源が決して豊かでないので、少々の不便さは甘受すべきである。

以前も市の方にお願いしたら、個人では駄目だから自治会を通すようにと言われ、自治会長さんを経て要望さ
れたと思いますが、経費の関係で駄目と言われました。災害緊急の時など老人、子供がすぐ避難できるよう病
院第2駐車場と野越をつなぐこせん橋をつくっていただきたいと要望します。昨年、老人クラブ（ゆうゆう
会）の皆さんに砂利を入れて整備していただきましたが、上り下りがきついです。市役所の方も一度歩いて確
かめてもらうと人の気持ちがわかると思います。

今、結構道路を広くしていますが、それ程交通量も多くないのに広くする必要性がわかりません。

阿木川大井橋～沢たり橋と間にあるだけの橋がほしいと思います。65才以上の人たちが多くなります。木の橋
がほしいと思います。

通学路になっている道路で道幅が狭い所があります。すぐには無理だと思いますが、子ども達が安全に登校で
きるように歩道が確保されることを願っています。
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恵那市のために地域づくりに参加したいと思いますが、年齢的に無理です。名古屋から恵那に移住して30年に
なりますが、未来を期待してきましたが、その当時と何ら良くなった所はありません。唯一家の前の道は、一
応赤線道路で公共の道ですが、道なんて言えるものではありません。中央道の側道ができた時、遠くからゆる
やかだった道をぱっさり切ってしまって、急勾配も甚だしくって、年寄りの私は歩くこともできません。今は
主人も亡くなりましたが随分あちこちにお願いに上がりましたが、一向によい返事はもらえませんでした。私
の生まれはこの大井町ですので、幼少の頃からのことは地形等もよくわかっております。

駅から東への道路、途中で工事をやめてしまったのか、橋からを何とかしてほしい。市役所の近所は、こんな
道路いるかなと思うような所まできれいにしていて、あとの所はやりかけのように、どの道路もヘビがカエル
でものんだように、真ん中ばかり良くしても頭も尻尾も細くて危ない思いをする所ばかりです。

恵那市民が納得できるもの（建物、道づくり、公園、交通等）つくってほしい。駅前から駅前通り等、狭くて
思うように運転できません。

車社会の現在、交通量も多く、道路の痛みが所によっては多くあると思われます。早く直していただきたい。
町の中ばかり道が多くなりすぎ。

新しくできた神田の信号（ユニクロから駅方面へ向かうところの信号機）は交通量が少ないにもかかわらず、
非常に長すぎる。おまけに右折用までついていて、どうかなと思う。

駅前の大石が苦になる。車による送迎場所広くしてほしい。

市役所周辺ばかり道路がたくさんでき、市街地の登校道路が狭く、安全性が問われます。もっと恵那市全体を
見て道路をつくってください。

買い物のためによく駅前（主にバロー）に行きます。特に夕方になると、バローの前の道路が、バローに入り
たい車と駅の方へ向かいたい車が混雑して、なかなか進みません。また、そこの歩道は夕方になると、学生さ
んが下校のために多く通ります。車と歩行者がぶつかりそうになったり、車同士も混雑のためにとても危険で
す。信号をつけてほしいなといつも思っています。ユニー前の交差点には 近信号ができて、とても安心・安
全・便利になりました。バロー前もそのようにできないでしょうか。

ユニクロ、エイデンとアクトス等の間の車道ですが、歩道が赤色でわかりやすいのは良いのですが、車道が狭
いために、白癬の中では車がすれ違うことができません。どうせきれいに整備するのであれば、車道の幅をも
う少し考えて白線を引き、歩道スペースをつくるべきだったと思います。いくらきれいになっても、お金のム
ダ使いです。詰めが甘いです。

道路網整備と中央自動車道ＥＴＣ専用ＩＣの建設について。恵那市へ訪れる観光客などの意見・・・恵那市は
自然豊かな観光資源が豊富であるが、恵那ＩＣの交通体系が悪く、渋滞がひどく、二度と行く気になれないと
も意見を耳にします。そこで、武並地内にＥＴＣのインターチェンジを設置して、併せて恵那大湫線（県道）
整備、国道418号の武並橋の架け替えなど整備し、恵那市南北の交通への道路網整備を図る。

道路を整備されている所を何度も工事するのではなく、細い道などをもっと広くしてほしい。駅前はもう十分
なので、他の整備されていない道路の工事をしてください。もっと短期間で工事が済むようにしてほしいで
す。

飯地町ですが、恵那市の中で町に通ずる道路が2車線になっていない町は飯地町だけです。難しい事とは思い
ますが、若者が根付いてくれる一つの策でもあります。

道路・道路・道路

道路の問題について・・・市全体に主要な町々（以前の村々）までは2車線の道路を早急に達成すること

駅前広場の問題・・・今日の駅前広場は死んでいる。現在建っている駐車場は無人化とし、長時間駐車場と
し、中央線を使用するように（CO2問題）。駅前の70～80％は全部駐車場とし、2時間以内くらいを無料化と
し、駅前通りが歩け歩けの道として商店に活気をつけ、市の中心として役を果たすことのできる市の場として
もらいたい。外の多くの大都市は歩いている人が多い。歩く人の多い町にしたい。自動車をなるべく走らせな
い、乗らない。

市内どこの地域からでも市中心部へ30分以内で着けるよう、道路交通網の整備が必要だと思います。移動時間
が短縮されれば公共施設の整理統合も可能になると思います。
公の施設の統廃合を見直してほしいと思います。道路も末端まで行き届いた道づくりをしてください。
市町道の修理がおざなりになっている。
3-3　公共交通に関する意見

お年寄りの方は車を運転できないのでバス等を利用していますが、バスが来る本数が少なく、病院へ行っても
帰りに困るという声も耳にします。もう少し何とかできないでしょうか。今運行しているバスでも、誰でも乗
れると聞きましたが、お年寄りの中には乗れないと思い込んでいる方もいるようです。もう少し情報を出せ
ば、もっと乗る人も増えると思うのですが。
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もっと住みよい所にするには、交通の便の見直しをしてほしい。車がないとどこにも行けないので、お年寄り
の方や車に乗れない人や子どもなどのため、気軽にどこかに移動できるようなのがほしい。街灯を増やし暗い
道をもう少し明るくする。公園がないので公園がほしいです

交通機関の整備（学生が高校に通いやすい環境にしてほしい）

次に、地球温暖化問題で世界規模で取組む問題となっております。すでに日本でも民間企業でも取組みが始
まっています。恵那市としてはどう取組んでいるのですか。私は少なくとも市職員が二酸化炭素を撒き散らし
て市役所へ通勤する事は極力避けて、明智、恵那間の職員は明知鉄道を利用すべきだと思います。自家用車で
通勤しなければならない方をあまり遠方の職場に通わさせないことも大切かと思います。

年寄りが公共交通機関を利用しやすく安全に暮らせる市になると良いですね。年寄りの足、利用しやすい（安
い）タクシーの補助。
山間地を走るバスはほとんど乗っている客は1人か2人、多い時で5名ぐらい。バスの大きさを考え直したらい
かがなものか、もったいないが出てくる。

恵那市の中心部はバス等様々な便利さで恵まれているが、合併後の地方（過疎地）の自治区においては、お年
寄りや障がい者、子ども達を各地の施設に送るのに、マイクロバス等の使用禁止等非常に不便さを感じてお
り、その点の解消など以前のように戻し、足的に利用するインフラ整備が必要である。車を持っている人はい
いですが、市役所、振興所、病院などに行きたくても非常に不便さを感じています。

恵那市のどこでも行ける公共交通機関があるといいと思います。交通の便が悪いと町の活性化につながらない
と思います。恵那市を盛り上げるためには、中心部より末端から進めていくのもいいのではないでしょうか。

地域バスも上矢作発9時のがあれば楽に買い物をしても12時で帰る事ができたのに。12時半発、買い物もでき
ない、帰りは14時8分。

小田子老人は恵那行きのバスが朝早すぎて目医者に行きたくてもなかなか行けず、平日6：12発で後は岩村ま
でがあるが乗換えで大変。恵那に行くには7：30岩村まで足の悪い年寄りは乗換えが大変で行けない。土・日
は7：30恵那着8：38、恵那までが1週間に1回だけ。もう少しバスの時間を考えてほしい。税金はきちんと納め
ています。一人住まいなので大変です。助けてください。目医者の傍にバス停をつくってください。

家に車がないというのは大変です。

そして市民病院行きのバスが回ったり、市の葬儀場などが駅の裏にでき利用料も安くできれば、市民も助かり
遠方の人も電車で来て帰ることができると思う。

バスなどの交通機関が年々少なくなっていくように思います。若い人でも年を取ればバスに乗られると思いま
す。大きなバスで数名しか利用されていないことが多く、なくなるのではと心配です。小型でも回数があった
方がよいように思います。

明智の工業団地に勤める人が多く、車が多い。明知鉄道の利用を企業に勧めることはできないか。そのために
は駅に駐車場が必要になるので東野あたりに無料駐車場をつくるなど。

交通の充実・・・バスの路線の減少に伴う不便さの打開を図ってほしい。老人者へのタクシー無料券の発行な
ど。
武並町竹折にもコミュニティバスのような交通手段を考えてほしい。
バスの運行情況の見直しをしてほしい。
また、独居老人が安心して生活できるまちづくりとなるよう、公共交通の見直しもお願いしたいです。
串原には駅がなく、バスの本数も少ない。

恵那駅前、自動車による送迎場所、バス停、タクシー乗り場所の改善、歩行者の安全等の一考をお願いした
い。

一人暮らしの私77才、介護保険料（第5段階）44,400円天引き大変です。自動車の運転やめました。免許証返
納したいのですが、今まで50年間無事故有難いことだと思います。返納にあたり、市から身分証明書、バス等
の割引券など交付できませんか。年寄りの欲張りですか。変なこといって申し訳ありません。

DMVは賛成です。そういうものがあれないいのにと思っていました。

子ども達の安全のため、通学路の歩道の見直しをしてほしい。自分で車を運転していて、大井幼稚園前の横断
歩道で自転車に乗った中学生に何度かビックリさせられたことがある。横断歩道に止まっている車の後ろか
ら、斜めにすごいスピードで横断してきたり、子ども達の意識の問題かもしれませんが、もっと安全に渡れる
横断歩道、安全に歩ける歩道にしてほしいと思います。

JRだけでなく私鉄があったり、JRが10分に1本くらいあるとか、そうしたら人口も増える（駅前の駐車場は高
額だと思う）。

恵那に居を構え20年あまり。恵那はエーナーと住んできましたが、ずっと不満に思っています。こんな近くに
病院があるのに、年とともに足腰が衰え、道路の悪いのに不満だらけです。
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バス停の設置。道路の幅等で難しいこともありますが、昔からの所はそのままで良い所もあるので、本当に設
置要望がある所は許可を緩くしてほしい。警察署等も説得するようにお願いしたい。
昼間のバスの運行は税金の無駄遣いです。

各家庭で車が増え、若い人の足は確保されてますが、年寄りは医者へ行くのも往復で5,000円位かかります。
地域を一まわりする市営バスを出してほしい。多治見などは100円で市内一まわりしています。恵那市でも恵
那病院までは市営バス運行がありますが、お金のかかる市外地には潤いがありません。ぜひ実現してくださ
い。

現在、バスの運行は笠置だと本数も少なく、車を運転しない人にとっては大変不便です。バス→マイクロバス
に他の市でも使われている少人数ながら本数を増やしてほしいです。

バスの利用客の頻度を調べて、利用度の多い時間帯や日に集中的に運行してほしい。バスによる渋滞、黒煙を
何とかしてほしい。法定速度を守るのは理解できますが、朝のラッシュ時のバスによる渋滞により、追い越し
する車が多く危険だと思います。恵那市の街中に住む人と中野方のように車が必要で車がなければ生活に困る
地域など分けて考えてほしい。公共機関での通勤など、中津川市の勤務先までの公共機関の利用を考えにアン
ケートを受けましたが、倍の時間、倍の交通費を払ってまで公共機関を利用したいとは思いません。

都会への交通の便利さを追求してください。

3-4　情報基盤に関する意見

旧恵那市は「おくやみ」などの広報はされていないそうですが、岩村町では現在も放送されています。今後、
告知放送が新恵那市の場合になれば、どうなるのでしょうか。恵那市全部に告知機がつけられたら、各地でい
ろいろな行事、催しなどがあれば告知機を利用して放送をしてほしい。

えな広報誌でもわかるが、地域だけの広報誌もあるとよい。

成人式などの催しなどCATVでよくやっていますが、今年の成人式ではCATVがきていない会場あり。家族など
CATVを見るのを楽しみにしていましたが、やらなくてとても残念でした。アミックスコムに聞いたところ、去
年は山岡、串原は撮ったので今年はやらなかった。市長がいないので撮らなかったと言われました。ではな
ぜ、旧恵那市の会場では去年も撮ったらしいのに今年も撮ったのでしょうか。CATVは市長などを観る番組では
ないと思います。市民などの活動などを観るところではないかと思います。本当におかしいと思います。

広報誌も月一回でいいのでは。内容も濃くなるし経費が何より減らせるのではと思います。

恵那市ケーブルテレビ放送を無償化し、格安化し、映像で市民に情報伝達できるよう、子どもから老人までが
わかるようネットワークで結ぶ。経費分はスポンサーを募ってテレビ番組を作り、企業や商店などの宣伝効果
を狙い、オンエアー料として経費を取る。まちづくりの構想未来図を市民から絵で募集をしてそれをテレビ番
組の一環としてオンエアーする。行政の声も市民にわかりやすくテレビとして放送する。子どもから大人まで
が楽しめる番組として一番早い方法だと思います。文章は読まないけど映像はすぐ伝わります。この件はイン
ターネットも使った情報伝達をすぐにしてもらいたい。

広報は月1回で良いと思う。
市の広報は広すぎて読む気にならない。地域別の広報の方が身近な事がわかりやすい。

特別事項ですが、貴重な市費を使われ市広報を2回発行されていますが、地域が広くなったので各地の情報を
詳細に市民にお伝えされたいことはよくわかりますが、特に重要事項を簡略に皆の理解を得るよう考察されれ
ば、簡略にできると思います。あれだけの頁を使ってお知らせいただいていますが、真面目に全部読まれる方
がどの程度居られるか疑問を抱いています。

月2回発行している広報えなを1回にした方が見やすいし効率が良い。
CATV料金の低下を促がす。低料金でより多くの利用者を増やす。

合併前は町の行事や子どもの動きなど広報で伝えてもらったので、町の動きがよくわかって良かったが、今は
死んだようになっている。告知機は恵那市全体のことなので、岩村町民だけの伝達があってもよい。

広報えなについて。可愛い子どもの写真が毎月載っています。ですが、恵那市の職員の子どもは載せられない
というのはおかしいのではと思います。串原でも少ない人数でも生まれています。なかなか会えないので楽し
みにしていたのに、そういう話を聞いてとても残念です。そういう差別はしてはいけないと思います。

訃報の新聞掲載について。休日を挟んだ訃報が新聞に載りませんが、毎日掲載してほしい。告知器・・・5回
線分まで録音できるが、消去する時、一斉消去しかないが、個々にも消去できるように改善してほしい。

子どもを育てることについての必要を問われましたが、市が関与しているアミックスさんは有料放送の受信が
できるのでは。これは教育上正しいことなのでしょうか。

ケーブルテレビ・・・市の広報のお知らせの時、時期の過ぎた日時を字幕で流しているがおかしいと思う。毎
日同じ時間に同じものが映し出されて飽きてしまう。
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有線放送はいざという時だけに流すか、もう1度機能を考え直してほしいです。今のままだと本当に大切な時
の放送が聞けません。

ケーブルテレビを活用した市政の情報公開を望みます。
4月から恵那市に住み始めました。まだまだわからないことだらけなのですが、自分から足を運んで市の情報
を得る時間もありません（仕事をしているから）。広報だけではなかなかわかりにくい部分もあるので、市の
方から多くの情報がわかるようにアピールしていってほしいと思います。住みやすい良い町ですね。自然もた
くさんありますし。

朝の忙しい時間帯にかかる広報の放送は、重要なものだけにしてほしい。あまり関係のないものを流していた
ため耳障りと感じ、消音してしまう家庭もあり、いざと言う時に役立たないのではと思う。

ケーブルテレビの代金（1ヶ月1,000円位）を市民は平等に負担すべきでです。電波の受けられる地域は無料、
電波の届かない所は1ヶ月1,000円では、市民として平等性がない。市はこのような不平等はどのように考えて
いるか。早急に答えを出すべきだ。こんなアミックスは早急にやめるべき。

人と人との関わりが何よりも大切だと思うので。どのようなサービス・施設があるか、どういう時はどこへ相
談したらいいのか、ということをまとめた本みたいなものをつくったりするのもいいと思います。誰もがわか
りやすいように、難しい言葉ではなく、また、大きな字で。

ケーブルテレビでの文字情報に誤字、脱字、情報間違いが結構あるように思います。それを頼りに見ている人
もいると思うので、きちんと確認をして放送するべきだと思います。

市内放送のうち、葬儀のある地域、旧村内で発生した時、放送していただくと大変有難いと思っています。
「広報えな」の発行を月1回にして、資源と経費の削減を図る。
3-5　地域間交流に関する意見

県内、県外をとわず、他市との交流イベント等行って、恵那市をアピールする機会をどんどん設けると良い。
伝統芸能、スポーツ等何でも良いので恵那市を広く知ってもらえるようにする。

日本にいる外国人の方々と交流できる場所をもっと増やしてほしいです。毎年2人くらい海外へ研修に行って
いるようですが、できれば短期間でもいいので、少しでも多くの人が体験できるように機会を設けてもらえる
と嬉しいです。

夏の花火などが旧地域ごとにあり、特色があって良い面もあるが、統一させてもっと大規模なものにした方が
活気が出るのではと思います。

大学を誘致し、交流人口の増。明知鉄道の利用促進。学生の下宿（空家対策）。その他メリットはあると思
う。

1村1品運動のように各地区での特徴を発揮し、全体としてのまとまりがあるようにしてほしい。広域の恵那市
が統一して同じでなくてよい。

4-1　商業サービス業に関する意見
老人2人住まいですので、近くで買い物ができれば幸いと思います。主に食料品。
駅前の商店街の経営者と話をしていると、 初に出てくる言葉が大崎の開発、駅前の道路の整備など、駅前商
店街の活況のないのを、自分達は何の手も打たず、すべて行政や大型店舗の進出のせいにしている経営者が大
半です。これでは駅前の商店街は衰退の一途をたどるだけだと思います。観光の街、恵那などをもう少し駅前
に取り入れられるようなアイディアを一般市民より公募してみたらいかがでしょうか。すでに試みておいでで
したらお許しください。

上矢作にはコンビニがなく、買い物する時も岩村まで行かないといけません。ここ 近はお年寄りの方も増
え、不便だと思います。上矢作にも小さなお店でもいいので、買い物する所ができたらありがたいです。

町の商店の衰退が著しい。商店の近代化をして、かつ大型店を誘致して一体化して発展を考える（協同店
舗）。市が商品券を発行して市に登録した店だけで使用できるという制度では商店が努力を怠るし、税金の無
駄遣いだと思います。どうせ税金を使うのであれば、近代化に対しての支援であるのではいいことだと思う。
さらにどうして商店で買わないのか。たぶん魅力のある商品がないし、値段が高いからだと思います。

恵那全体を活性化した市にするには各務原のようにモールの集中した場所一つあれば十分だと思います。営業
時間を考えればふらつく子どもはいないかも。

大型店舗に押され、町の流れがすっかり変わってしまい、駅前銀座等、市内の寂れをどうお考えでしょうか。
シャッターの多い町では淋しいじゃないですか。空地や空き家を利用し、もっと活力のある町にするにはどう
したらよいのでしょうか。大型店舗の導入は反対です。個々をもっと大切にすることを考えてもらいたいで
す。

駅前にスーパー等大型店をつくって駅前を活発にしてほしい。
大型店を呼び込まない。街内に人が集るインフラをつくってほしい。
イオンのような大型ショッピングモールを誘致し、雇用の促進を図っては。
バローの言いなり

23 ページ



自由意見
バロー以外のショッピングモール（ジャスコなど）を誘致し、競争力を高めてほしい。

私は市外地で食品小売業を営むものですが、大型スーパー進出により売上げはありません。しかし、100年弱
続けている店舗ですので廃業もしたくありません。世の中の流れと言えばそれまでですが、中小企業者もまだ
いるということを考えてほしい。商工会議所は何の力にもなりません。

4-2　工業に関する意見
企業を誘致（瑞浪IC→恵那ICを設けて流通を考える）する。

近のハローワークの求人募集を閲覧すると、常に同じ会社の求人目立ち、景気の悪さが伺えます。特に恵那
市は企業の数が他の市より少なく感じます。大変難しいことだと思いますが、大手企業の工場を誘致できれば
失業率を少なくでき、恵那市の活性化にもつながると思います。希望と夢ですが。

税収の安定のために更なる企業の誘致が大切だと思います。多少の税金のアップも仕方ないと思います。行政
も更なる効率化を進めていただきたいと思います。自分達の市は我々一人一人が良くしていくという意識が大
切だと思います。市もその啓蒙活動を進めていただきたいと思います。

工業の誘致に関しては、市内で働き口をつくるということでしているが、市外からも来てもらえるような大企
業がいいと思う。例えばシャープ亀山工場、そうすれば武並駅の利用が増え、それに伴い電車の本数が増加す
るし、企業の寮や従業員が家を建てたりして居住人口が増えると思います。

恵那市にお金が落ちる大きな工場、働く所がほしいですね。
4-3　農林水産業に関する意見

近は転作田が多くて、昔稲を多く作っていた時と比べると、とても大変です。転作田を少なくして農業がで
きるようになると良いと思いながら働いています。お米の値段も安くなってしまっているので、お米ももう少
し高く売れたら良いと思っています。

間伐材や檜をとった残りで割り箸。市から全国へ。
農業、林業にもっと力を入れてほしいです。

食料自給率が低いことが気になります。恵那市には多くの土地がありますから、米、畑、何でもいいですけ
ど、自作率をUPした方がいいと思います。水、食料に困らないように今から何らか手を打った方がいいです。
農業を推進してほしいです。子ども達にも農業体験をさせたいので、子どもと農業を結ぶ何かがあればいいか
な。地区毎にまとめて畑をするとか、やりたい人はいると思います。

農村の活性化（山の保全）にしっかりと取り組みをしてほしい。

市の活性化のためには、若い世代の人たちが魅力を感じて働く場所が確保されることが必要です。そのうえ
で、定住を図るように、地元の食材を安く買えるようなシステムをつくってほしいと思います。もっと農作物
をつくってほしいです。農家の人達が安心して働ける恵那市であってほしいと思います。遠くから食料を買う
のではなくて、地元の安全・安心な作物を食べて暮らせるように皆がなれば良いと思います。それには、大
人、お年寄りの知恵が必要だとは思いますが。子ども達も地元の食材を日々摂っていれば、愛着がわきます。
自分達のふるさとにも目を向け、将来的にも定住するようになるのではと思います。

小規模でも農業生産に対し意欲的な人には、少しでもいいので補助できるようにしてほしいです。休耕地の有
効利用を本格的に考えていくことがよいのでは。

農業団地をつくる。

自給自足の時代であります。名古屋で岩村のお米を自信を持って売っているお店を発見しました。米マイス
ターという資格をとった人が選びぬいたお米の中に岩村の米が入っていたのです。恵那市が総力をあげて新潟
に負けないくらいおいしいお米を作ってもいいと思います。「田舎だからできること」を発展させていくべき
です。田舎の水や空気はおいしいんです。

地産地消が少ないと思う。スーパーでは他県のものばかり。フードマイレージを気にしている。地元産ならば
多少高くても買いたいので購入できる場所を増やしてほしい。

荒れた農地（日本中）の有効活用ができれば良いと思う。

小規模な農業者が野菜などを供出しあって大きなマーケットをつくっていただけると、農業者も消費者も助か
るのでは。美濃加茂、可児などにあるようです。（農協関係かもしれませんが）

駅前の避難所をもっと活用してほしいです。朝市でもしてほしいです。
4-4　就労環境に関する意見
若い人の働く場が少ないですね。ITを活用した仕事があるといいですね。ガソリン代は上がるけど、電話、通
信費は安くなっているから。

子育てをしながら働ける所、働きやすい市になってほしいし、子ども達が将来、働ける所が確保できるよう、
更に地元に住みたいと思えるような市になってくれる事を願っています。
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活気のあるまちづくりは、若者の職場提供と思う。企業誘致や工業団地となると土地問題となる。寂れたゴル
フ場を1つや2つ潰せば場所はできる。

バランスの良い企業誘致をしてほしい。

大型ショッピングセンターをつくってほしい。若い人たちにも喜ばれるようなショッピングセンターがあると
いいです。今のままだと若い人たちはみんな市外のショッピングセンターへ行ってしまうので、いろいろな年
代の人が楽しめるような場所を恵那市につくってほしい。今のままだと不便です。

若い人が長く住めるように働く場所の確保が必要かと思います。
短期雇用が増えている。市としてどう取り組んでいくのか。若者の働く場を！

働く場所としては企業も少なく、若者にとっては魅力ある会社がないに等しい。陶土、寒天、農業、何も変わ
らず寂れるばかりの仕事では、若者は見向きもしないのではと思う。

若い人が住む所がないです。土岐や多治見の方が住む所がたくさんあります。だから皆、恵那から出て行きま
す。働く所もないので、名古屋へ行く人が多いです。このままだと若い人がいなくなってしまいます。働く
所、住む所（特に住む所が大切です）、土地はあるのでアパート（若者住宅）をつくってください。

Uターン者、Iターン者が安心して働ける職場の確保。Uターン者、Iターン者が安心して住める住宅等の確保。
地元で住んで働ける場所の確保。

地方における現実問題は、優秀な人的資源を確保せよです。ただ、残念ながら地元に残る若者は馬鹿ばかり。
なぜなら優秀な人を優偶する場がないから。じゃどうしたらいいか。答えは地方にいても十分に戦える場所、
それはインターネットを利用したベンチャー企業を立ち上げ育てること。そのためにはいろいろな分野の大学
と連携を深め、勉強会、学習会をどんどん開いて外へ向かっている若者の目を恵那に向けさせることが必要だ
と思います。これを読む君ももっと勉強して市民に尽くしなさい。

若者が定住する（特に大学卒）職場の拡充。工業団地に一流の会社を誘致すること。そのために職員に優秀な
人を選んで実行していただきたい。それができないと優秀な若者達が市外へ出てしまい、市の活性化が計れな
い。

企業誘致を積極的に行って、働く場所、職種を多く選択できるようにしてほしいです。
派遣会社より正社員をすすめるためにハローワークの充実を。元気に働ける町恵那市をスローガンに。
若い人たちが住んでくれる恵那市になるためにはどうしたら、という提案を皆で考えあうことが必要。
子どもが恵那に帰ってきたいのですが勤め先が少ない。
特に私達のような団塊世代の者たちが働ける場所をつくってください。
ハローワークでの職探しで、正社員でも、時給・日給制で家を将来維持できないような給料の会社があり、
ワーキングプアのような仕事を分けたり、恵南地方の職も別にしてほしいです。

市民の仕事場の問題・・・市内の優秀な青年が外の市町村へ行かなくても市内に魅力ある働きのできる職場を
つくり、すばらしい製品ができ活力ある市にすること。市中心部ばかりではなく、市の隅々まで行きわたるよ
うに。

飯地町に住んでいる者ですが、若い人たちが少なく、これから年寄りばかりになってしまいそうで心配です。
もっと若い人たちの働ける会社ができることを望みます。
4-5　観光に関する意見

岩村町の場合、観光客が振興事務所が出発地になっているが、公民館のあたりから見学できるようにすれば、
もっと全体的ににぎやかになるのでは。

明智、山岡、串原、東野は地歌舞伎が盛んです。そこで、明知鉄道を利用して歌舞伎列車はどうでしょう。駅
員さんが歌舞伎の格好をして出てくれば。

山岡町等涼しい所にショッピングモールやキャンプ場、温泉など家族が楽しめる総合施設をつくれば、他市、
他県から人が多く集り、市民の仕事が増え、観光の恵那市にすればよいのでは。市中心から離れると交通渋滞
がないので移動が楽である。国道から近いキャンプ場をつくって、また、各町にキャンプ場をつくってスタン
プラリーをしたりすると長期で人が来るのでは。

恵那市には荒地が多くあると思います。地域の資源や特徴を生かしたブランド品を開発して、高齢者がパート
で働き特産物をつくり、恵那へ訪れる人口を増やしていく。ボランティアも今より楽しいと思ってやれる。自
然に集ってくるような指導者の育成に力を入れてほしいと思います。

豊田市に住んでいた頃、幾度がささゆりの湯に来たことがありますが、もし近くに宿泊できたならと思ったこ
とがありますし、実際名古屋や小牧や遠方から来られる年を召されたお客さんたちも日帰りは辛いかもしれな
いと思います。それに、宿泊施設があれば産業振興につながり、恵那市に訪れる交流人口が増やせるのではと
思いました。

美しい自然に囲まれた恵那市です。岩村、上矢作の自然をもっと外部にアピールして、外貨を得る事も大切だ
と思います。
旧金竜館跡地に温泉が出て10年が過ぎ、図面までできていたのに残念な思いがしています。
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恵那峡の景色や棚田等、恵那の良い所を伸ばし、観光の収入が増えるといいですね。

恵那市内の名所などについて、特集記事を作り、広報誌などで紹介する。岩村城、大正村、阿木川ダム、市内
の古木（大木）など。市内の名所などの市民自身の認知度・理解度のレベルを高める。歴史的、観光的な価値
の把握。

恵那市の自然をうまく使って、恵那に遊びに来たくなるような計画をしてほしい。農業の人の協力が必要です
が、親子で田植え、稲刈りだったり、種まき、収穫だったりをツアーにしたり、みのじ祭りを名古屋方面、長
野方面へもっとアピールしても良いと思います。みのじ祭りもツアーのようにバスで来れるようにしたり、JR
も何時に名古屋発とか恵那駅から何時に出ているとか、情報を記したパンフレット等を名古屋方面へ出して集
客もできると思います。

観光振興＝電柱を地中に。景観づくり
観光名所整備。
北原白秋が初代の代表であった「雀のお宿」が恵那峡にありました。うまく掘り起こせば文化や観光の面で恵
那の宝となる。
観光課を総務課などに兼任させ、民間企業を1年契約
秋まつりの「松茸」で人を呼ぶのは中止→効果続かない

苦言ばかりでは設問に対する答えになっていませんので、一つ提案いたします。恵那ブランドの設定につい
て。公募方式で老若男女から多くアイディアを募ってください。私は自身が糖尿病を患っており、菊芋の販売
（インターネット等）が昨今の健康ブームに乗って良いのではと思っています。

あまり災害もなく、住みやすい町なので、環境美化に気をつけて、観光にも力を入れて恵那峡をもう少し人が
来るようにできたらよいと思います。

60才になった知人が、30年以上恵那から離れて暮らしてみえ、恵那に帰って来られビックリしたと言ってみえ
ました。活性化が全然なく暗いイメージで、岐阜県のどの市と比べても恵那が一番元気のない町になっている
と嘆いてみえました。私62才、昭和51年に名古屋から郷里に帰ってきて、あまり感じなかったのですが、下
呂、高山の市等、自分達で考え、観光に地場産業にと、一人一人が力を入れてみえるのが、新聞、テレビ等で
感じられます。恵那は恵那峡、温泉、どこの市にもないものがいっぱいあります。塩味の温泉、宣伝すれば絶
対人は来ます。国際ホテル、グランドホテルの温泉の水を分けてもらい、いこいの場で低料金で年金者にも安
くすぐ行ける場所をつくってください。健康な人には大変嬉しいマレットゴルフがあり、私の親戚の人にマ
レットゴルフやりにおいでといったら楽しくはまってしまい、また今度は友人を連れてくると大喜びでした。
愛知県ではグランドゴルフで平地なのであまりおもしろくない。マレットゴルフは森林浴にもよく、2時間く
らいゆっくりお話しながら楽しくストレス解消には 高の遊びです。でもお年寄りや腰の痛い人には温泉が一
番。中津福岡の300円の風呂、湯舟沢のような所をつくってください。恵那大好き私の故郷、よろしくお願い
します。

グリーンピア跡地、土岐のアウトレットとは違い、自然と一体化した軽井沢のアウトレット、一緒に農産品、
地域特産品等も販売。八百津、白川町の人達は、土日に恵那まで買い物に来ると言ってた。遊ぶ、買う、楽し
む（足湯）が1ヵ所でできるような所

恵那峡に車で送迎に行くが、駐車スペースがあまりにも少ないため待つ場所がない。どこに車を止めて待って
いたら良いのでしょうか。

市長は温泉と言っているが、近くに下呂温泉があって勝てない。恵那市だけの観光行政でなく、下呂・中津川
と連携した観光に視点を変えるべき。

恵那峡に孫を連れて行った時、あまりの静けさにビックリ。土産物屋さんも開店休業状態。スポーツ施設充実
もよいが、足を使って散策することなどを盛り込んだ行事を増やしてはどうかな。

「恵那市を知らなくても、恵那峡を知っている」という人が近県や全国的に見ても多いのではないでしょう
か。恵那峡マラソンは恵那峡に遠いマラソンという意味ですか。第1回（第2回）は、恵那峡近くがスタート・
ゴールでした。難しい問題も多いと思いますが、東京マラソン等見るたびに、「恵那市のまちづくりのため」
一番必要なのは、市の職員をはじめ警察その他の、このような「イベントに協力する姿勢が積極的でない」考
え方を変えることにあると思います。見慣れた景色に地元の人は大したことはないと思いがちですが、都会か
ら来た人にとっては、恵那峡は見る価値のあるところです。もっと恵那峡を前に出してのまちづくりをしたら
どうでしょうか。
宮崎県知事の東国原さんのように、地元の物産、観光のＰＲに積極的に名古屋などの都会に出て、マスコミに
も出るような活躍をしてください。市長がそんなことを・・・と思わないで腰を低くして、恵那市のためなら
どんなことでもするぐらいの気迫を持って、あと一期も頑張ってください。今もよくやっていてくださいま
す。感謝しています。
もっと恵那の特産品を名物にする。
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市民の皆さんが参加してみたくなるようなイベントであると共に、市外からも参加していただく。例えば、野
外コンサートみたいな、みんなが楽しめるものがあるといいですね。それから、たくさんの自然があるのに、
その自然をもっと生かすような形で観光産業を多くはできないのでしょうか。恵那市全体を花畑にでもするよ
うな。

自給自足。自分達の地域で作れるものは自分達の力で。農業だけでも十分生活できる環境（ブランド等）が有
ると良いと思う。

恵那市ではないですが、恵那からも行ける道がある根の上高原のそばに、天照大神様の血洗の池があります
が、ずいぶん前にも思いましたが、一週間ほど前に行ってきたのですが、日本の人間のもとである先祖をお祭
りする神社をつくり、へその緒を供養する神社があると、全国（日本国中）の人が一年に一度くらいはお礼参
りに来れる場所として、私は良いのではないかと思います。

近自殺者も3万人だと聞きます。本当に悲しいことです。根の上の湖も寂しいところになってしまいまし
た。中津川市と共に考えてくださると嬉しいです。（写真添付）

この町を愛する事を忘れているような気がします。それは恵那といえば恵那峡なんです。私はこれが一番大好
きでいたいと思うのですが、活力がありません。いつもトイレの掃除は地域の方がされてみえるようです。い
つもきれいにされてとても気持ちがいいのですが、そんな中に洗面所に少しでも自然を感じる気持ちがあった
らなと思うのです。他県から来るお客様が喜ばれると思うのですが。そんな一輪の花で人は喜び楽しくさせて
くれるものではと思うのですが。おもてなしの心が欠けている気がするのです。それが一歩だと思うのです。
もう一度、恵那峡に来てもらう心がほしい思いですね。お金をかけるではなくて心をかけて、一歩一歩お客様
に喜んで帰ってもらう心があったらいいなと。周りには大自然があるのですから、それを使うべきではないで
しょうか。自然に生かされている市民の一言です。

5-1　学校教育に関する意見

教育も個人の良さを引き出すことをもう少し考えてほしい。だらだら教員、自分の教えたい事しかやっていな
い。個性を引き出して教え方に誇りを持ってほしい。教えることの喜びを持ってほしい。

自分には小さい子どもがいるので、吉田小学校を明智小と合併し、1学年の人数を適切にしてほしい。現在吉
田地区の児童数はとても少なく、人間形成にも影響を与えるのではと危惧している。保育園も同様である。現
状の体制が続くのなら他市への転出も考えている。ぜひとも早急に実行してもらいたい。現実に吉田小から明
智中へ進学した時環境の大きな変化についていけず不登校になる児童もいると聞いている。

子ども達の行事、学習の道具への補助（体験が大切だから）。

わが子は今41人のクラスにいます。いじめや学力低下など話題になっていますが、30人学級には岐阜県はなら
ないと言われました。恵那市でどうにかならないものですか。

小学校の部活動の種類を増やしてほしい。選択するものが少なく、子どもの能力をもっと伸ばすことを考えて
ほしい。

近、特に近所づきあいが悪くなる傾向にある。理由としては若い者が増えてきて、昔のような隣同士の助け
合いの心が失われつつあって、若い人こそ朝、夕の出会いの挨拶することが年々減りつつあることは、昔を思
うと心細くなります。この点は学校の生徒に時折先生が同行して指導される事が大切に思います。私共が教
わった道徳観念の薄れてきたこと、特に願っておきたいことは政教分離といった指導もあると思いますが、
神、仏に対する敬神の念が薄れ、毎日神社を通学路にしているが一人として拝礼して通う子がいなくなってい
る。年上の子にその点の指導はされていますか。教育勅語で示されている事項、今一度考察していただきた
い。

串原では生徒も本当に少ないので、先生も一人一人についてよく面倒がみられるはずなのに、ノートの提出の
時にも、ただ見ましたと書いてあるだけで、手抜きしてあるような感じを以前に受けたことがあります。家庭
の両親自体関心を持って、教科のことについては先生次第だけれど、その他家庭生活のことや高学年になれば
社会に出てからの生き方など折にふれ家中がテレビばかりとならないように話し合いをするといいと思いま
す。

私の子どもの担任のことですが、4月の始業式の日に先生個人の用事で学校を休みました。また、授業参観の
日にも同じ事がありました。教育委員会の言い分では、学校よりも家庭での教育の方が大切だと、以前伺った
ように記憶しております。それはそれで私も間違いないと思います。私達保護者も先生方を攻められるような
立場にありませんが、しかし、現代の風潮では、仕方がない部分もありますが、教師がサラリーマン化してし
まっている事実、昨今の教育者のモラルの低さ（保護者も含めて）を、私達市民と行政が一つになり、真剣に
取り組んでいく課題だと考えます。

学校の教職員のレベルがあまりにも低い。漢字の音読み、訓読みもまともに教えられない先生がいた。
学校の通学の利便性・・・スクールバスを多く導入し、通学しやすい学校づくり。
子どもの教育は道徳が必要で、学力重視では駄目です。いろんな子どもの個性を伸ばしていくことです。
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小学校教師を昭和63年に退職し、教育の現場を知らずにアンケートにお答えするのは無謀と思いながら書かせ
ていただきます。教育、人づくり、この世に誕生した子を、親、教師、社会が一体になって育てる大きな責任
のある仕事です。昭和51年に岩邑小学校在籍中、全校で郷土教育の大切さを見直し、各学年で目標を持ち、授
業計画内容を全校研究を伴って立ち上がりました。この郷土を知る学習は私の子どもの頃から行われていまし
た。昔の校舎には記念堂という板張りのお蔵があって、6年生の女子が班に分かれて掃除しました。下田歌子
先生のお琴（子供用）の小型品、あんな物はどこへ行ったのでしょう。郷土研究でまとめた冊子、全部大切に
保存しております。こんな行事も（夏休み新町地区児童会）①早朝遠足・・・薄明るい頃、親とおにぎりを
持って、小沢、発電所跡まで遠足。昔の電車道を通って。今は湖底に沈んだ所、建物も壊れながら残っていま
した。②浅見専一氏（本町在住でした）の話を聞いた。浅見与一右衛門、電車（岩村～大井間）を敷説（多額
の自費と株を募って）

大井小と第二小はなぜ近いのですか。学区が広いし、遠すぎてありえません。
西中学校を永田か長島小の隣につくってほしい。
ほとんどの子どもが夜塾へ行っています。学校が充実していたら高いお金を払って行かなくてすむのに、中学
は特に少人数制にして、一人一人に力を入れてほしい。
不安だらけの今の社会であるが、もう少し教育の内面に力を入れてどうにかならないかと思う。親の教育もど
こかでやり直す必要があるように思う。70歳以上ともなると、どんな町になるか等の希望がなくなっているこ
とに改めて気付かされます。
5-2　生涯学習環境に関する意見

公民館等の無料開放。0才～3才までの親子の交流（地域）。スポーツの指導員を増やし、子どもから老人まで
いろんなスポーツができるようになるといいと思います。

文化センターの市民講座みたいのでもいいので、実験的に子ども達に経験させてあげたいです。化石も瑞浪だ
けではなく、恵那市になった山岡町のなもなも会館近く等、掘る所があります。子どもを連れて行くと本当に
喜びます。
今不満に思う事は、新しく元気プラザができて、近い所にとても楽しい場所があり嬉しく思いますが、駐車場
が少ない。市民講座や何かのイベントと重なると駐車場はいつもいっぱい。チャイルドシート使用が法律で定
められているため、友達と行っても別々の車で行かなくてはいけないし。文化センターに来られる方も思って
るんじゃないかな？

特に 近気に入っているのは、中野児童センターに行った後にご飯を食べてから寄る“こども元気プラザ”。
とてもきれいでおもちゃも本も豊富。トイレもきれいで子どもにとてもやさしい空間で、お母さん同士話しや
すい場となっていて気に入っています。

先日、恵那市体協主催の新体操教室へ行きました。ああいうことを放課後各学校で行ったらどうでしょう。新
体操、リトミック、英会話、音楽療法、野球、サッカー、バレーボールetc、他にも5～10回程度で。各学校を
順番に回る。1ヵ月ごとでもいいし、体力の向上、生涯学習への入門にもなるのでは。習い事に通えない子も
学校での事なら行けるので良い体験になるのでは。恵那にはすばらしい特技を持った方々が多くいらっしゃる
ので、その方々の力を借りて何とかもう少しならないかなあ。

地方なのでセンター等にパソコンなどがほしい。
子どもらについて。公民館からの夏休み講座とか来ましたが、夏休みにだけではなく、土・日も何かあれば知
らせてください。
元気プラザはとっても素敵な施設です。毎日というくらい利用しています。少子化対策に一番力を入れるべき
と思っています。
図書館の中での子ども達がうるさい。図書館はもっと静かにする所、館内の方はもっと注意していいと思う。

現在、60才を過ぎ、山岡陶業文化センターにて陶芸を始めていますが、手元を使い老化防止に良いと思います
が、費用が結構必要で、高齢者には優遇（割引）があると有難いと思います。

今でも本当にもったいないことをしたと思うことがあります。グリーンピア恵那の跡地を利用をしなかったこ
とです。その時の事情がどうだったか知らずに、このように言うのは恐縮ですが、常々思っていますので書い
てみようと思います。
あの土地と建物を利用して、これから増え続ける60歳以上の人達を対象に全国的に募って、いろいろな事業を
展開できたのではないかと思うのです。退職した60歳位の人なら車の運転、思考力、人脈共に十分できます。
建物、土地の維持管理はもちろん、事業収益も見込めることができたと思うのです。工芸品を作って売った
り、その人その人の今までの培ったノウハウで事業を起こし収益を上げ、その中で運営できたのではないか、
と思うのです。そうすれば高齢者の生涯学習以上の張り合いができて、生き生きした人生が遅れるのではない
かと考えます。どこかの観光地で見たことがあるのですが、ソーセージをつくって焼いて販売し、結構頑張っ
てやっておられました。済んだことはどうしようもありませんが、恵那市を全国的な高齢者を利用した事業の
まちにして、それをサポートする若い人達の協力も面白いかと思います。

一般市民の利用度の少ない施設も多い。また、施設を利用するにも交通が不便のため利用することができな
い。
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旧図書館の元気プラザはすごく便利である。雨天時の子どもの遊び場所の確保は親には重要な問題。母親同士
が子どもを見守りながらもおしゃべりや息抜きができる。他には聞いたことがないすばらしい施設です。

講習や講演などを高校などで開いたりするのはどうでしょうか。また、独居の方へのサービスや地域との関わ
りのきっかけづくりなども増やしていってほしいです。

山岡健康増進センターを利用しています。とてもよい施設で、これからもいろいろな教室を開催してほしいで
す。
高齢化社会を向かえ、生涯学習の充実を望みます。足助屋敷の例に見るように、生きがい（経験）、観光（地
域活性）、経済（仕事）に繋がり、各地域の特性を生かし、13ヶ町に拠点を設置するとよい。特に子ども、地
域、行政の三位一体となった行事のメニューを考え、広報誌、ケーブルテレビなどで一般市民にＰＲし参加を
募る。
恵那市と合併後、恒例としていた行事（若狭研修）等、子どもが楽しみにしていたことを大人たちで決めなく
なってしまい、子どもの気持ちはどこに、と思ったことがあります。海のない地域の海との出会いや感動は。
恵那市以外のことをどう考えているのか正直疑問に感じます。良くなったと思う事？何？と考えてみても苦し
いです。
5-4　文化・芸術活動に関する意見

恵那峡にコンサートホールを建設したらどうか。東濃地区に音楽文化を盛り上げたい。秋はみのじのみのり祭
り、春は街道祭りと年二回の祭りができないものか。

みのじのみのり祭りについて。“みこし”の祭典はもうそろそろやめるべきでないかと思う。みこしを作成で
きる団体も限られ、その町内も政策に3ヵ月ほど毎日毎日遅くまでかかり、参加しないといけない程のプレッ
シャーをかけて取り組んでいます。参加型の、車椅子の方でも足腰の弱ったお年寄りでもが参加できる、まし
て、JRや地の交通機関で恵那に降りついてもすぐ踊れる、すぐ参加できるという形に変えるべきではないで
しょうか。一部の人が盛り上げ、他の人は見ているだけ、どうしても皆で一つにはなれません。参加型に今こ
そ変えましょう。松茸も恵那のものではありません。本当に恵那にまつわるもので考えていきたいと思いま
す。本当に恵那に住む一人一人が満足できるまつりにしたい。親戚も皆々、「恵那のみのじみのり祭りに来た
い！」という祭りに、どこかで変わらないと変わりません。宜しくお願いいたします。

市民参加がないみのじ祭りは“やめて”くれ。大井町、長島町のみの参加で、他の町民の参加は薄い（恵那地
区）。一部の町民、市民で金だけ市民はとられて参加していない。もう少し全員参加ができる企画がほしい。

5-5　文化財の保護に関する意見

古い物を壊すのではなく、せっかく文化・歴史のすばらしい「えな」をもっと大切にしなければと思います。

5-6　スポーツ活動に関する意見

岩村町から恵那市になってからソフトボール、野球が市民大会になって見物に行ったが、審判が出場チームの
負け側になっている。野球やソフトボールの連盟等がもっと積極的に参加し、もっとレベルの高い大会にして
ほしい。せめて主審くらいは連盟の方へ手配していただけないでしょうか。

恵那市みんなでできるスポーツ大会など年に何回もやってほしい。運動会なども楽しいかもしれません。先日
あった健康フェスティバルなども、まきがねと明智くらいでもやってもらえると、串原の方や上矢作の人達も
来やすいと思います。

上矢作まちづくり活動が今何をしているか、老人クラブに入っていますが、もっと老人クラブが自由にやれる
スポーツを上矢作地域に声かけしてほしい。

スポーツなどを通して人と交流ができる場をもっとたくさん設けてほしいです。今のままでも種類的には多い
ですが、設定期間が短かったり、日数が少ないので、もっと増やしてもらえると嬉しいです。

もっと規模の大きな大体育館をつくり、いろいろなスポーツ等の大会を恵那で行えるようにしたい。東濃大会
ができるくらいのものを。プール（競泳等）もあるといい。

武並の屋外スケートリンクだけど、隣に屋内スケートリンクも併設した方がいいと思います。理由は岐阜国体
に向けて、スピードスケートだけでなくフィギアの練習のできる所が少なくなっているので、スケート王国で
ある恵那で提供できないかと思う。

市全体で何か一つスポーツに力を入れ「恵那市は○○が強い」という種目があれば、それが小中高や一般に広
がり、全体が盛り上がると思います。

6-1　市民参加のまちづくりに関する意見

このような意識調査を毎年に行ってほしい。変わりゆく恵那市を見ていきたいです。

これからの若者が住むやすい美しい市になるよう何か手伝う事があれば参加、協力したい。

市の職員もどんどん働いてほしい。給料を貰っているのだから市民へ働きかけてほしい。

行政と市民との間が空きすぎている。行政一人旅。
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先日私の地区では水路清掃がありましたが、雨の中、消防団の方、地区の方の協力のもとで、朝7時ごろから
11時頃まで行われました。某公共施設前の水路の蓋を外して清掃しましたが、某公共施設の職員はなにも協力
しなかったのですが、市の職員教育はどうなっているのでしょうか。返答が聞きたいです。アンケート調査以
前の問題です。

市民意識調査をはじめてやりましたが、設問の答えを選ぶのに本当に困ります。これというものがないからで
す。これが市民意識調査を作った公務員の方と私達との考え方や捉え方の違いだと思います。一市民として
もっといろいろ考えたら、こんな困る答えを作ることはないと思いますよ。市民ともっと一体化することを望
みます。

夢や提案ではありませんが、どんな面でももっと危機感を持って取り組んでほしい。大変なことは多いと思い
ますが、民間のように「クビ」になるとか「倒産してしまう」といった事がないため、無難にこなしているよ
うに思えてならない。サービス業ではないので仕方ないとは思いますが。「いかに逃げるか」「文句を言わせ
ない」「責任を逃れるか」という感じ。公共施設の職員の態度・・・スケート場オープンの時、ポケットに手
を突っ込み、ジャンパーを着た職員はうろうろしているのに、リンクの方には一人もいないし監視係もいな
い。ケガをして困っている親子に小学生が手助けをしていた。事務所の中には何人もいるのに、もっと重要な
ことがあるのではないか。アルバイトの子の方がよっぽど働いているように見えた。ちゃんとした知識を持っ
た人（経験者）は一人くらいいるのか。プール等も事故があってからでは遅い。利用する度に思うので紙面に
しましたが、きっと「ふうん」で終るんでしょうね。反映させてください。

20年2月のボランティア大会で市長さんが、イベントの振り替え休みは取らせませんと話されましたが、先日
のイベントの後、有給等を使って休んでいました。私達役員は会社の休日もボランティアとして参加するけど
休みはもらえません。ボランティアで出るのに「役員だから参加しなさい」と命令されます。職員から！仕事
で出ている人はいいけど、本当のボランティアに対する職員の態度に腹が立ちます。意識改革が必要です。

世界的に不況に近い状況の中、本当に難しい行政のあり方が求められているが、その中で一人一人が生活して
いく中での心のあり方を話し合える機会が多いほど良いと思うので、行政の方から月1回その状況を伝える場
を設けたら良いと思う。

議会を告知器で放送することを希望。

今の恵那市は良いと思う。しかし、それ以上を求めるのなら、
例1.特別今以上のことをするのではなく、今あること、今やっていることを、さらにみんながやりたくなるよ
うな広報活動、支援をしていく。言いたいことが自由に言え、知りたいことが調べられる。告示板を今以上に
広め、その中から必要なことを選び実行していく。みんなのアイディアを自由に語り合える場をみんなに広め
ることが大切だと考える。

人の批判をなくし頑張っている姿を公開できる場を増やす。

アンケートだけでなく、市民が沢山いろいろな場面で参加できる、意見が気軽に言えるような恵那市になって
ほしい。一部の人だけでなくまちづくりの予算の使い方ももう一工夫、無駄な事が多いように感じる。講演会
などでも広く市民の意見を聞いて本当にためになる話が聞きたいです。

合併してよかったと実感できるものがない。負担は増え、住民税払っても恩恵がない。市長の顔、行政が見え
ない、遠くなった。

市民と行政が信頼し合い、パートナーとしてまちづくりを共に進めていく「協働のまちづくり」。過疎、高齢
化、教育、医療、福祉など各分野で市民の力、市民パワー、年齢力を借り、協働の取組みを広げることが大事
だと思う。

昨年開催されました「協働のまちづくり指針」の説明会を引き続き、同様に町民の皆さん方に広く知っていた
だくためにお願いしたいと思います。「協働」って何という方が多いようです。

区長さんなど一部の人に負担がかかりすぎているので、行政が行っていたことを市民へとせず、行政職員を減
らさずにしてほしい。
まちづくりなどよく目にするが、一部の人のみ参加だったり、偏った考え方が時々気になります。いろいろな
人がいろいろな場所、それぞれの参加の方法でかかわれるよう、小さな単位（自治会など入っていない人もい
るので難しいが）で、小回りの効くことができるとよい。実際に体験できると身近になり、「参加しよう」と
いう気になれるのでは。地域の「おせっかいおばさん、おじさん」の力を活かす。
各町にて、いろんなまちづくり組織がありますが、組織が細かく分けすぎではないでしょうか。

各地区にまちづくり協議会ができ、活性化し始めた地区もありますが、ばらばらです。まちづくり市民協会を
頂点に、その下に各地区のまちづくり協議会を置くようにすれば、まちづくり推進課と市民代表のまちづくり
市民協会の先導でまちづくりが進むと思いますがいかがでしょうか。

自治会活動が各町ごとに行われていますが、アパート住民の参加が少なく、また、自治会に加入しないために
町内会が思うように行かない時が多くありますので、アパート等の指導をお願いしたい。
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青年には夢と希望を、老人には安心と安全を。福田首相は口では唱えているが、周りを見てもその逆ばかり。
これは国政の問題でなく、一番身近な市政から始まる問題であると思っている。暮らしやすく住みやすい恵那
市をつくるために、形式的でなく実質的な地域住民の声を丁寧に聞く会を増やしてほしい。確かに恵那市の財
政は決して豊かとはいえないが、住民は無茶を言っているのでなく、要は使い方の問題である。何でも多数決
で決めるのではなく、少数意見を 大限尊重してほしい。丁寧に聞いてほしいと願っている。

市民の声をきちんと聞ける行政にしてほしいと思います。
すっかり提案ではなく要望になってしまいましたが、 後は夢を・・・自分たちの町を大切にし、今後も住み
続けていたい町であるように私も何かしていきたい。現に今もそういう仲間に恵まれ、一緒に活動できている
ということに幸せを感じている。
「まちづくり」は人づくりだと思います。

高齢者名宛に届いたアンケート用紙でも、やはり本人が回答すべきでしょうか。無作為抽出とはいえ、いろい
ろな高齢者がみえますのでどうかと思います。

まちづくりのためには、自治会の小さな計画、例えば、さつき、桜の苗数本のお願いも取り上げて、小さいと
ころから大きなものを目指して、地域の調和の取れたまちづくり支援を行っていただきたい。

自治連合会から提出されている要望事項の進歩状況が悪い。市民の要望にもう少し真剣に考え、対応処理を進
めてください。

地域のまちづくりはできる限り地域の人に任せろ。地域のまちづくりはハード事業はやめ、ソフト事業を中心
とする。市はまちづくりに対する予算を継続して確保する。地域自治区を発展させ、行政のスリム化を図る。

自治会から申請しないと物事が運ばない状況ですが、定期的に市の方から来られて、要望を聞いていただくと
早く解決すると思います。例えば、道路の少しの補修など簡単に片付くような気がします。

今まで、今も仕事でまちづくりには余り感心がなくすみません。でもこれからは、自分もまちづくりには進ん
で参加したいと思っています。若い人の意見をどんどん聞いて、良い恵那市になってくれればと思います。

自分の仕事のこと以外の市へのかかわりが少なく、何も感じていないのが現状です。お任せの体制になってお
りすみません。

恵那市のまちづくりとは、これからの時代、若い者が中心になって活性化のある恵那ができるといい。若い者
がどんどんやれる場をつくり、一つの組織があると、ある一部分の人達でやってしまう。下の者にも意見を、
そして他の人達の意見をよく聞いてから進めてほしい。上の人達がいいように進めて、下の者はなぜか意見が
通じない気がします。各場にも若者がいます。やりたい、やらせない、やる気がないのはなぜかということ考
えてほしい。あるところでは、ある上部の意見で若者達がやる行事ができなくなったという悲しいことがあっ
たということを。どんどん若者達が伝統を続けていける恵那になってほしい。一部の人達の意見でできなく
なったことを、情けないことです。これでは若者達に夢も希望もありません。もっと若者に夢を与える地域で
あってほしい。これからの 大のテーマであると思う。もっともっと話し合う場を、そしてその意見が上まで
届くことがなければ無駄であり、恵那市のまちづくりはやめた方がいい。無駄であり皆が付いていかない。い
いことばかり並べることは簡単です。

6-3　地域コミュニティ活動に関する意見

消防行事が増えて大変迷惑しています。特に操法大会の練習ではほぼ毎日出なければいけません。練習期間も
１ヵ月ほど増え、一般サラリーマンではとても負担が大きいです。特に 近では強制化を感じます。出なけれ
ば○○とか、条件的な物をつくり罰を与えるような脅迫のようなやり方をしています。例えば、町大会でどべ
が市大会出場とか。何のための消防でしょうか。大会で良い順位、成績など何の魅力もありません。町の若者
が操法期間中の2ヶ月～3ヵ月夜家を留守にして何の予防になるでしょうか。任期が5年と延び、負担も延びま
した。消防に理解を示す会社でないと仕事との両立はとても難しいです。収入にも影響する場合もあります。
同じような意見を持つ人は少なくないと思います。「誰もが好きでやっているわけではない、おまえもやれ」
と上の方々は言いますが、好きじゃなくて嫌な事をやらせないでほしい。ただのめんどくさがりでわがままな
人間の意見として聞き流してもらって結構です。

市（町内）事業について。サラリーマンでも土・日休みの人ばかりではないので、ボランティア事業は平日に
あっても良いではないでしょうか。
各地でのイベント等をもっと増やしたり、コンテストをやったり、若い人でも参加できる興味を引くようなイ
ベントを数多くしてほしいと思う。
串原で行われているヘボ活動をより充実し、市の目玉として位置づけてもらいたい。
まちづくりとは、恵那市に住んでいる人々が活性化、楽しく住めるようにすることで、他から多くの人が訪れ
るようにすることとは全く違います。今のやり方は他の人々にお金を沢山使い、住んでいる人は役をやってい
るからと勝手に役員にされてしまい、家のこと、学校行事、子どもの送迎等ある中でやらなくてはならず、と
ても迷惑でしかありません。
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イベントが多くて大変なのに、なぜ2回も増やすのか。私は日々子どものこと、生活していくのが必死です。
イベントを考えられる人は皆さん暇なんですね。草刈り、地区の付き合い、お役で子どもすら送迎してやれま
せん。もっと子育て中の親の身になってください。自分達は終ったから良いではなく。これ以上、役、イベン
トを増やさないでください。人口の少ない町で他と同じ事をする事が無理。役員は毎日出なくてはならず大
変。地元のイベントだけで十分です。お金と土地があれば串原から逃げたいです。

例2.やりたいことをやれる仲間づくりをしていく。

自治会の付き合いも多いように思います。今の人は多忙です。運動会や役員会も必要 低限にしてほしいで
す。運動会のない所もあるし、各自治会のやり方だと思うのですが。

小さな地域のつながりが、希薄になってきているように思う。昔のような、まとめ役のような人が少なくなっ
ているし、高齢者も多くなり、面倒な事、わずらわしい事を避けて過ごしてしまっている。30～40代が地域で
活躍できるよう、若い人年齢からの人材育成が必要と思う。祭りやイベントで盛り上がるだけでなく、それが
日々の生活に何かつながっていくといい。

平日働いている人間から休みを奪わないでほしい。恵那市は北朝鮮みたいですね。現役世代の男は税金を払
い、強制ボランティア。全く恩恵がない。

若い世代が恵那市に定住できるようにしないと、地域自治などが破綻しかけている。行事など行う際、特定の
人に負担がかたよってしまっている。

6-4　行財政基盤に関する意見

戦後の経済成長一辺倒の考え方は駄目。現在の市の政治も、発展ばかりに、成長ばかりに目を向けている。簡
単に言うと「派手」。急激な成長発展は危ない。行政は地道に行かなくてはならない。戦後、行政が派手で世
の中をあおりたる傾向があったので、日本国内各地で赤字経営が増えている。行政は率先して地道に行かなく
てはならない。今の世の中全てにおいて贅沢、子どもも贅沢、学校も贅沢、市民生活、特に行政も市民に良い
顔しようとしてはいないか。できないものはできないとすべき。底辺の暮らしの人もいることを考えて、高い
レベルの生活を基準にしないよう。現在は高いレベルの人々に照準があっている世の中だから、よく考えて地
道な生活を普通と思う世の中にすべき。赤字赤字、これに対する感覚マヒの世の中、堅実が当たり前の頭にし
なければ駄目。

助成金の配分については大変不満です。配分先や配分額を「ホット・いわむら」が一括管理するシステムでは
教育助成金を削り、商業・観光を重点に配分している。小・中学校に子どものいる親の間からは市の行政に対
する不満が出てきている。抗議行動に発展する勢いである。

市職員の意識について大変不満である。私は昨年PTA会長を務めておりましたが、市職員より地元の人間では
ないので不適格と抗議され、会長職を休職する事態となりました。この事は教育長まで話をしその場を収めま
したが、今年春の人事において不適格発言の職員が課長補佐のポストへ昇格と知り不信感でいます。私は20年
以上恵那に住みながら、地元の人間でないと言った職員を昇格させた行政に対し、住民税の返還を申し出たい
ほど残念です。住み良い恵那市とは程遠い職員の意識について市長にも意見を聞きたいとも思います。

このアンケート調査が届いた後、同じ内容の葉書が届きました。その葉書代は恵那市のお金だとすると、もっ
たいない葉書だと思いました。

行政組織が簡素化になりすぎると細部までの活動がおろそかになるのでは。職員が地域のことをもっと知る必
要があり、慣れてこれからという時に異動があると、また一からとなり残念に思う。

催事を少なくすることのないようにして。昔からの知識を消さないでください。今のやり方は面倒くさいばっ
かり考えています。市政は金の事しか考えず、責任逃れのことばかり。本当に困ったと思っています。

市役所のスタッフの方で、接遇マナーが大変悪い方がみえます。もちろん、笑顔が素敵で親切に対応してくだ
さる方もみえますが、対応が悪く上から目線で話される方がみえます。こういった方がみえると、市役所は違
う隔離された場所だと再認識せずにはいられません。先ずは“まちづくり”とかいうよりも、スタッフ全員の
接遇マナー教育を行うべきだと思います。

税金の無駄使いをせず、全体のバランスを考えて均等に力を入れる。

市の人口規模に合った行政組織、議員数などスリム化を充実して、給料なども適正にして、市の財政の健全化
を進めていく事が大切と思います。税金を出している市民に対して頑張ってください。

恵那市の予算は多治見市に匹敵するほど大きな予算を組んでいる。合併直後の中津川市を見ても、恵那市ほど
ではない。こんな財政ではすぐに夕張市と同じになるだろう。合併債を甘く見てはいけない。早く正常に戻さ
ないと取り返しのつかないことになるだろう。
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家の祖母が町営バスに乗ったら理由はわかりませんが、「バス停で止まって」と言ったはずなのに、運転手に
すごい勢いで怒られました。近所の人は「そんな所ぐらいタクシーで行け」と言われたそうです。そんな事が
ある限りアイディアも夢も持てません。まず、行政の力、しっかりとした市民が納得する夢やアイディアを
持ってください。

民間は大変、努力して経費を減らしています。恵那市ももっと経費を節約をしてほしい。

年齢の高い人にこのアンケートは難しいと思います。長男が代わりに回答しました。設問が多すぎます。行政
がやることは無駄が多すぎます。この設問を作成するのに職員が何人携わり、人件費、印刷費、返信用の切手
代等経費がかかりすぎていると思います。箱物はなくす（人件費、維持管理費がかかりすぎる）か指定管理に
移行する。

市長、副市長以下管理者は今の恵那市の危機感を感じて総辞職し、恵那市再建に向けて本当にできる人材を充
てるべきだと思います。恵那市再建に向けて根本的に考えていただきますようお願いいたします。

市役所を岩村に移転して借用地をなくすると、財政が良くなると思います。

地震体験車の購入は不必要に思う。県の物を利用すべきでは。無駄な経費を使いすぎていないか。

また、情報なども事後連絡的で、事が決まってから知らされるようなことばかりで、市民参加というものが全
くない。市役所の人をいろんな課つくることでばら撒いていることで、公務員の削減、給与の見直しなど真剣
に考えていないように見えます。恵那市は第二の夕張市になりますよ。このアンケートをつくること自体がお
かしい。

他から人を呼ぶイベントにお金を使うより、生活している人たちの事を考えてほしい。月1回の配食弁当200円
すら出せずにいる老人がいるので、そういう補助の方が大切です。職員は予算を使いきることより不便な生活
をしていることをもっと理解してほしい。
串原地区で昨年とられたアンケートの結果が知りたい。今年の活動に活かされているか？

立派な箱物をつくり、昔の恵那地域の方が良かった。恵那と一緒になってから何一つ良いことはない、悪くな
るばかり。

職員の人数が多すぎます。余分な事は言わない、市内で定時までいるという職員が沢山いると聞きます。時間
内でも外出したりする事も数あると聞いています。個人名で書きたいくらいです。上矢作から通っている職員
も特にそのようだと。毎日きっちり働かなければお金がもらえないパートなどの気持ちがわかるでしょうか。
市民の気持ちになって市政に取り組んでほしいものです。こういう事を書くアンケートの答えは消されると思
いますが。

街の中心がどんどん砂漠化しつつある。今の現状を打破すべく、幅広く市民一人一人のアイディア等を取り入
れた市民参加による行財政改革を実行してもらいたい。

市職員の意識改革、やる気が重要と思います。市民を引っぱってほしいと思う。本庁舎の2階か3階の担当課へ
地震の対策の問い合わせに行きましたが、職員に全くやる気がない。余分なことはしたくないという態度があ
りありでした。災害対策は市民の命の問題です。やる気のない職員には退職してもらいたいと思う。市民課等
の窓口の対応は本当に良くなりました。横柄な職員がいなくなったと思います。職員としてというより社会人
としてどうかという職員がいる。こちらが所属氏名を名乗っているのに名乗らない職員（社会福祉課）がい
る。責任を明確にするためしっかり名前を言ってほしいと思います。まちづくりは市職員と市民が力を合わせ
なくては出来ないと思います。若い職員の新しい感性を生かすようにしてほしいと思います。やる気のない職
員、楽がしたいだけの職員は市役所から去ってもらいたい。市民に対しリーダーシップを取れる市職員となっ
てまちづくりを進めてほしい。

恵那市の高齢化率は全国を上回っており、今後数十年間、人口の減少、高齢化は進みます。私達の子や孫に負
担を押し付けないよう、恵那市の財政健全化を望みます。市民の意識も変わらないといけないと思います。
「道路をつくってほしい」「立派な施設がほしい」「福祉を充実してほしい」等々、いろいろな要望があると
思いますが、あれもこれもできる時代ではなくなった事を自覚し、何を我慢し何を優先するかを真剣に考えな
いといけない時ではないでしょうか。また、市会議員の方、職員の方々も近い将来の地方分権に対応できる準
備をしていただきたいと思います。昨今の原油高で私達の暮らしは大変苦しくなっています。住民税も下水道
料金も、またゴミ袋代すらもできれば上げることは避けていただきたいと思う市民が大半だと思います。可知
恵那市長には大変期待しています。一層のご検討をお願いいたします。

自治体は企業とは違います。安易な合理化、人件費の削減という方法でなく、自信を持ったプロの職員が堂々
と行政に携わってほしい。外部委託やパート職員を増やさず、むしろ正規職員をきちんと十分配置して、先を
見通して市民のために働いてほしい。

嫁に来たばかりでよくわからないのですが、税金が中津川より高い気がして、この差は何だろうと疑問のまま
です。私は専業主婦なのでだんなの給料だけでやっていますが、このままで毎回払う税金（市県民税）が高い
と、ただ払っているだけでは不安が溜まってきます。苦しくてもこの不景気に税金が払えなくなれば暮らして
いけなくなります。せめて、細かく何に使われているのか、皆が目を通せるようなものに掲示をお願いしたい
です。
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10年後、20年後も想像しつつ、長い目で見た行政を。無駄のない公共事業を。

可知市長に期待しています。国などあてにしない、恵那市独自の市政を行うくらいの気持ちで、行政職員の皆
さんに頑張ってもらいたいです。市民は文句は言いますが、納得すればついていくと思います。

行政の職員の方は、市民の税金をちゃんと管理して、自分達の金などとは努々思わないでいただきたい。これ
からは市民を入れての上で、予算、会計をやっていただきたい。使ったお金の領収書は全部公開していただき
たい。

合併以前の恵那市は、大した事もせずに10年で借金を倍にしたと広報で読みました。何とか上手に財政運営が
できないものかと私自身よく考えるべきと思います。県の出納長をしても、医療を国が持ってもできなかった
ことですから。

今、恵那市の行政赤字が噂されています。しかし、そのことについて住民自身が自覚をしていません。HPの
「声のひろば」でも、曖昧な答えのように感じます。今の現実をきちんと私達に示していただかなければ、私
達自身考えることもできません。自覚がなければどれほど上で計画を立てて実行していても、大きな改善は図
れないのではと思います。今はどの自治体も苦しい状態であると思います。行政と市民が同じ理解、同じ志の
下で取り組んでいくことが重要だと考えます。

政治家の怠慢、社会保険庁・・・上に立つ者の姿を見て、誰も未来に希望を感じず、子ども達は夢を持たない
だろう。きちんきちんと給料が貰え、景気に関係なくボーナスを貰える公務員の方々。市政の頂に立つ者とし
て、まず住民からすごいと思われるような政治をしてみてください。学校、公共施設、公園の草刈り、何でも
いい。選挙の時や役所の中だけで顔を見る人でなく、住民の立場、住民の目線で物事を考えて行動してみてく
ださい。気持ちよく税金を払え、安心して暮らせる町にしたいです。

どこの市町村の財政も厳しいと思いますが、自主財源の確保、無駄な分野の効率化などを進め、未来へ投資し
てほしいと思います。

消防署を建設しているがもったいない。今現在、朝から夜まで電気がつきっぱなし。消防署職員の意識が低
い。その低い職員が使用するには贅沢すぎる。消防団員のボランティアには安い備品を与え、自分達は贅沢し
放題。何でもかんでもボランティア任せ、自分達の手柄では全くおかしい。岩村消防署のトイレを見たことが
ありますか。贅沢です。

本庁にいる職員が全く行事に参加しない。消防団にも入らない。それでは一部の人が苦労しているのが気の
毒。市長査閲の無駄。

公務員の身分は終身的な職業としての安心感があるからか、ともすれば、安全に安全にといった仕事ぶりを過
去には多く目にしたものでした。公務員として公正、公平な職姿のできる環境を整備してほしい。

少子高齢化がこれからも進む中で財政面を心配しています。現在もゴミ袋について、中津川市に比べてもとて
も高いです。10年先は今より財政が厳しいと考えます。その事を考えてのまちづくりが必要と思います。どう
しても必要と思われるところにお金を使用し、若い方たちが希望が持てる恵那市にしていただけるとよいで
す。

設問7で「どちらともいえない」は、私にとって「わからない」という立場で記入しました。現在住んでいる
この恵那市が活性化し、住みよい街になることは良いことだと思いますが、借金での活性化は未来への負の材
料が残るだけではないでしょうか。少子高齢化となってきている現在、税収も減少することは目に見ていま
す。今の子ども達が大人になり、この恵那市が良いところと判断される一つの課題には、全国の中で一番税率
税負担の低い街となることがよいと思います。そのために現在の借入金をなくすること。これが大切なので
は。税収が不足だからといって税負担が増加しては、どんなサービスを増やしても市民の反感は増すばかりだ
と思います。

広報に市政に対する意見をいえる葉書がついてきますが、取り上げてもらっているかどうか疑問です。私も過
去に2回ほど実名で書いて出したことがありますが、出しただけになっています。真面目な意見ですぐに実施
できない事情がある時は、投稿者個人に返事をするくらいやってもらいたいと思います。

工業団地の誘致、失敗や、箱物行政、無駄な工事など当市の行政を見ていると、深い考えなく、その場限りの
行政をしていると感じます。特に私のように他市に勤務しているものから見れば、「頭悪いんじゃないの」と
言いたくなります。当市には○○委員会とか○○協議会がありますが、各委員にしても、名誉職のような人ば
かり。何を基準にして選定しているのかと思う。市職員や教師の退職者が多い委員会では、市民の要望は伝わ
りません。市民の中にはいろいろなことに精通している人も多くあり、アイディアも元公務員とは一味違った
ものが多くあると思っています。また、近頃の市の行政を見ると、あまりにも経営効果に捉われ、市の本質を
忘れている部分が多々見られます。市のやる仕事は“もうかるもの”ではないはずです。市長を含め職員が知
恵を出し、何か手を打たないといけないと思います。市の職員が5時半頃に何人パチンコ屋にいるかご存知で
すか。パチンコが悪いとは言いませんが、あの姿を見ると本当に市のために努力しているのか疑問を持ってし
まいます。一度見に行ってください。
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市民の気持ちをわかってほしい。市を変えようという意図が全く見えてこない。このアンケートを市が作った
からには、ぜひ、一個ずつ解決してください。ただアンケートをとっただけで終るのなら市民全体が怒りま
す。

長い森川市政から可知市長になって、市民の声が届きやすくなり、弱者にも光が当たりだした気がします。あ
りがとうございます。

この財政難なのに、なぜか市職員の給与、退職金は県でも高い方のままです。「職員組合」等の関係があった
りして「聖域」かもしれませんが、ぜひ二期目の大仕事として今すぐにでもやってください。議員も「地域代
表」という意識をなくして、もっと市の財政について勉強してください。（議員の口利きで工事等が早くやっ
てもらえるということが問題です）もちろん市民も一緒に頑張るべきです。職員の「意識改革」は難しいです
が、若い職員には無理ではありません。国から下りてきたことをそのままやるだけは駄目と思います。老後が
不安です。

恵那市に引っ越してきた友達が言っていましたが、他の市よりすごく市・県民税が高いと思います。今、ガソ
リンも高くなり、すごく物の値上げばかりで苦しい時代です。市税をもっと安くすることはできないでしょう
か。あと、4期になり1ヵ月に出せるお金はみんな決まっています。元のようにもう少し回数を増やしてもらえ
るとありがたいです。
年収に応じた負担行政（資産の有無も含む）
まちづくり委員会等で顔を出している方々は、どの部会にも見られるような一部の者で構成されているように
思う。このアンケートのように無作為に選び、各部会等に配置したらどうか。
新恵那市に合併する時も市民の意見を取り入れていない。面積、人口ばかり増えても市税の収入が少なく、財
政が厳しくなるばかりです。
合併して議員人数が増えたので、議員の数を減らし、税金を安くしてほしい。

現在の職員が夫婦で管理職に付き、どちらかが一人は退職すべきです。今現在大学、高校の学生等が就職困難
な時、若者の知恵を借りるべき。また、お金にしても夫婦の職員の一人退職すれば、どれだけお金が浮くか。
一人退職すれば若者が二人就職でき、新しい力が出していただける。管理職の退職者は様々な方面のトップに
位置付け、大きな顔している。もう少し細かなことに気配られる人を選ぶべき。

恵那市民の中心となる職員さん、国内各県で月手取り20万円以下で生活する気持ち、以上は市へ返納できる方
が職員全員であれ。市民は我慢して生活しなければならないか。まちづくりの元はなんと考えておられる。
「えーな」この「まち」にしていこう。ずーと恵那市民より。返納となる金が恵那市を良くするかも。

現在の市会議員は30名で11月16日の選挙で24名になりますが、議員も市職員も人数を少なくして人件費を削減
する。補助金の出し方も考え直す。市の職員は民間に比べ、民間1人、市職員3人と同じ仕事をするにしても、
民間の3倍もかかっている。市の職員の対応が大変悪い。税金の無駄遣いが多すぎる。税金の使い方を考え直
す。市役所は土曜日交代制でサービスするように、もっと市民の立場になってサービスする考え方を直す。市
の仕事はできるだけ民間に委託する。経費削減のため、高い給料を払って市がやる必要はない。もっと民間企
業を見習ってほしい。市の職員は自分の手で金を稼ぐ苦労をもっと知ってほしい。税金に守られているから無
駄遣いが多すぎる。

この調査はあまり意味がない。経費の無駄である。大崎、中野地区の区画整備で人の通らないようなところに
広い歩道をつくったり、無駄な道路をつくって家屋の立ち退き等の莫大な税金の無駄遣いは許せない。天下の
名勝“恵那峡”が死んでしまいます。何とか活性化してほしい。

何をするにも財源が必要です。財源を確保するために、シアター恵那で笠松ではなくG1等の重賞レースを販売
すること、これが一番早く、そして確実に収入増につながると思います。治安の悪化にはつながらないと思う
し、ノミ行為をしている所もなくなるので一石二鳥だと思うのですが。シアター恵那ができる時、なぜG1を反
対するのか私にはわからなかったと思う。ただ反対する連中にそこを突っ込んでほしい。

いろいろの面から市は良くなっていると思うが、一、二苦情・・・全職員が多すぎる。電話を私事でかけない
（役所で）

時たま市役所へ行く機会があり、以前に比較して接客態度、あいさつ等は非常に感じが良くなっていると思い
ます。しかし、人員配置など見ていると、未だ効率化が図られるところが多々見受けられます。

何でも税金、税金といって取れるだけ取ろうとするけれど、まずは余分を減らしてからにしてくださいと思
う。

何十年も前に施行予定をしていた計画を、無駄か必要かどちらともいえずに実行されている気がします。例え
て言えば、美術館等々。川の側に公園をつくっても遊びや使用しにくい（小さい子どもは危ない、ボールは流
れる）。中央公園の方が良かったという声が多いです。

私は今の会社をもうすぐ退職しますが、合併後、市民の方が振興事務所に電話し事得ず、本庁に電話して、そ
して我が社に電話されても、うちの担当の地域でなく。市民の方は振興事務所で適確な指示があれば4回も電
話しなくても済みましたのに。仕事として職に就いてみえるのです。 低限の知識は心得てほしいです。

美術館の場所とか、駐車場のつくり方等、ちょっとまずいではありませんか。無駄金を使わないように何事も
合理的、また、スマートなまちづくりをお願いします。

職員が多すぎるように思う。
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保育料、給食費の未払いの取立て。
議員が多すぎる（恵那市は市会議員を少なく）。
急に75才過ぎから市民税がいるのですか。不払いから取り立てよ。
何時も役所へ行きますが、一番目に付くことは、職員が多いと思います。職員の働く意気力が足らないと思
う。今回このようなアンケートが出ましたが、もう少し具体的な事を、しっかり足元が見て提案すると良いと
思う。職員が多いため人員整理をしたら良いと思う。僕も若い時ある会社にて、人員についていろいろ考えて
無理とは思ったが、僕が提案した事に社長が認めて、職員を一割カットして実行できました。何事も前向きに
事を始めないと駄目と思います。今回は市長選もあることゆえ、もう少し考えて。
縦割りで募集しない意見を聞くところがあればいいかも。

各地域協議会では、それぞれの活動に力を入れまちづくりを進めているようです。しかし地域では、何をどの
ように活動して良いのか暗中模索のようです。まちづくり推進課等は、各活動の先進地等の情報を常にシンク
タンク的に持っていて、地域が実行して行うとする活動にアドバイスできるような力を持ってほしいと思いま
す。職員は会議の資料づくりや活動の手伝いをするだけではなく、まちづくりのファシリテーターとしての資
質を向上し、常に外へ向かってアンテナを高くしてほしいと思います。合併により職員も多くなり、人件費も
膨大になっていますが、行政マンは行政のプロでスペシャリストであってほしいと思います。その他の民間で
もできる部署は民間に、市民ができるものはＮＰＯや市民団体へ任せて、行政の職員にしかできない仕事を充
実させてほしいと思います。現在は職員よりも専門に活動している市民の方が知識、技術はもとより、情報量
も優っている場合が多いように感じます。（市民の方が上というより職員が情報量が少ない）職員の資質の向
上を期待します。

恵那市（含む合併した南部町村）の固定資産税・市県民税・国民健康保険税・軽自動車税等の未集金はどのく
らいあるのか、累計で10億円とも15億円とも言われている。平成18年10月に総務部総務課長宛に、広報直通で
上記問題をお聞きしたが返事なし、1ヵ月後電話を入れたら、そのハガキ紛失して返事はできないとのこと、
役人の仕事とは都合の悪いものはこのように誤魔化すのかと思ったら馬鹿らしくなった。以後は市役所には余
り良い印象は持っていない。前記の問題点は、広報で市民へ公開してもらいたい、正しく納税しているものに
対する市当局の義務と思う。（市長に目を通してもらってください）

赤字財政にならないようにする。介護福祉の充実。産科施設の充実。

合併の意義が不解。庁舎内は職員であふれている。なぜ？受付では（各課窓口）半人前？職員が多すぎる。深
く質問すると即答できず、マニュアルを見ているがわからず、古参職員に聞いて初めて返事が出る。市職員は
コスト意識を持て。財政基盤確立するためには「合併であふれた職員を早急に削減せよ」雇用契約解除し、ど
うしても人員確保の必要あらば「パート職員」として雇用せよ。市財政に占める市職員の人件費の割合はどう
なっているか、考えてみたことあるか。

無駄な箱物行政はやめて支出を減らす。

市職員の給与を一律半分にして、その余力により雇用を拡大して、市役所は365日仕事をして、市民の対応を
すること。こちらが休みを取って市に出向く体制はおかしい。

市民参加の行事打ち合わせや市長との対話などが平日となっており、サラリーマン等他市に勤めている者でも
参加できるよう、市職員中心のやり方を廃止すること。平日に打ち合わせするなら作業や行事も平日に実行し
て、市職員だけでやればよい。消防への参加も市職員がでていない。

財政上、あまり箱物、道路はつくらないほうがよいと思います。

今回のアンケートは評価できます。公務員は地方、国家共に現在、天下りや裏金、特別手当など市民、国民か
ら非難されています。恵那市ではそんな事のないように、市職員は襟を正していただきたい。私は過去に合併
浄化槽の補助金で大変嫌な思いをしたことがあるので、議員や職員の友人、知人ということで恩恵があるよう
では、市民の信頼を得ることはできないことを思い知ってほしい。町村合併時に職員数が適正数よりかなり多
くなると聞いていたが、リストラなどできないことはわかるが、非常勤のパート（アルバイト）職員が減って
いないのは納得できない。特に小さな振興事務所などは、本庁から人手不足の時は出向けばいいのではない
か。いろいろと書きなぐってしまいましたが、まちづくりのために何か新しい事を始める前に、首長をはじめ
議員、職員が市民からの信頼に足りる人々となってほしいです。身分と生活の保障証があるのは公務員だけで
あることを自覚してください。ここがスタートラインだと思います。
大阪府知事の言うとおり、人件費の削減も有り得ることと思う。職員は市の公僕であるという意識も大切だと
思う。

財政難であることを、もっと市民に知らせるべきだと思います。

以前よりは改善されてきたと思いますが、市役所内窓口の職員の対応が冷たい感じがするのは未だ感じます。
接客をしているという気持ちが少しでもあれば、減少すると思いますが、感じられず残念です。目はこちらに
向けられるのですが、実際に立って傍に来てくださる方は少人数です。次に行くのがいやになる時もありま
す。市民が入りやすい庁舎づくりをしてほしいと思います。それから駐車場が狭いので困ることが多々ありま
す。ユニー等に駐車することもあります。改善していただきたい。

公民館の月曜日の開放について。月曜日に公民館を利用したいのであるが、休館日のため利用できません。振
興事務所職員の公民館職員を兼職として、月曜日を解放してほしい。（住民サービスの一環）
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今あるものや施設を活かしてほしい。市役所に行くことは何年かに一度ぐらい、あの冷たい態度、必要な書類
がわからなくても質問するにも勇気がいる。もっと市民に親切な対応じゃないと、市役所の玄関を入るのにど
きどきしながら行かなきゃいけない。今後の変化を楽しみにしています。

恵那市は税金の使い方がおかしいとよく耳にします。機関車、美術館など、市民の多くが無駄と思われるもの
ばかりに使っているように思えます。私はそんな恵那市は余り住みやすいとは思えるわけもなく、ましてや、
まちづくりのアンディアや夢なんか持てません。あるのは不安だけです。

窓口のさわやかなあいさつ期待しています。これからも市民の税金無駄にしないで大切に使ってください。
税金の使い道を％でもいいのでわかりやすく表示したらいいと思う。
職員、議員様の月給、退職金、“国に準ずる”これはおかしい。恵那市なんて東京、名古屋、大阪、福岡等に
比べ小さい町だ。経済力がないのだから、それ相当の手当てが当然と思う。
市の借金をもっと減らす努力をお願いしたい。

市長をはじめ職員、市議も本気で行う気がない。日本で言えば、総理大臣、議員、公務員であるが、日本の現
状と将来の危険に目をつぶり、対策を立案し実行する人が一人もいない。恵那市も同じ、各自治体、隣保藩に
至るまで全く同じである。日本人で人口を少なくても維持する決意を実行。借金財政からの脱却。国は国防、
教育、経済。地方は人口維持発展、警察秩序、教育である。それに道路交通がつく。総花行政をやめて目標達
成へ絞り込むべきである。公務員へは必ずや近い将来、批判され一揆が起きます。人員削減、報酬削減。心か
らの重労働要求（働け）となるでしょう。

市県民税を払っているにもかかわらず、賦課金を払わなければならないことは許せないと思います（年金生活
者）。前に住んでいた市では賦課金制度はなかったので、恵那市へ来て賦課金制度があるのはなぜでしょう
か。賦課金をなくすには市からの援助をお願いいたします。

市議選挙がある、18名と聞いている。我々（町）の代表とした位置付けであり、各町より1名選出、人口に応
じて2～3名の追加をすれば良い。

振興事務所に必要な事を聞いても、適確な答えがない。市役所に聞かなければわからない等、即答できない。
これなど改善できれば以前のようなきめ細かな対応ができると思う。

6-5　その他の意見
旧恵那地区は恵那市になってから各業者などが困っている様子、いかがなものでしょうか。
旧恵那市と恵南との交流を持ち、新恵那市という意識を高める。
予算の使用、各地域に平均になるようにしてほしい。
「議員年金目的でなった」と妄語しているバカが、町、市のために何をしてくれるというのでしょう。それを
選出したのは「市民だ」と言われても、「自覚」を持ってやるべきだと思います。こういう意見はもみ消され
るとも聞いています。恵南地区（その他）、小さい所はまんまと騙されて、恵那（駅前等）を派手に大きくす
るために手をつながされたようなものですね。
旧恵那市民は、旧郡部の仲間意識をよく理解し、旧郡部の方は、いつまでも旧習にしがみつくことなく新しい
風を取り入れ、恵那市として一人一人が市民として団結していく事が大事だと思います。

合併後に決まっているものが今になってすべてが外地域の地区にいいものがない。負担がかかりすぎ。旧恵那
市、旧恵南と考え方が未だに分かれているため、なかなかまちづくりはできないと思う。市長をはじめ市議
が、市民のために何をすべきかを考え行動してほしい。ボランティア精神を持ってほしい。

市中心から家が離れていると何かと不便である。他の市中心のほうが近い。市中心だけ栄えても、遠くに住ん
でいる人はメリットがないので、

恵那市は中央から遠ざかるにつれ、人や生活の不自由さに格差を感じます。遠くの人の意見を聞くには時間と
お金を必要とするものばかり。中央の人にはその声の苦しさ、厳しさはなかなかわかってもらえない、理解し
てもらえない。だったら中央に住めば良いという簡単なことではすみません。長年生活してきた土地、家、人
とは離れられないもの。恵那市の発展を考えるなら、そこに住む人にやさしいまちづくりをしてほしいと思い
ます。今、市全体で様々な料金の均一化を図っていますが、利用者にとって生活する料金については差があっ
ても良いと思います。その分他で料金の負担を強いられているからです。例えば、買い物一つでも、中央は歩
いてすぐの所にいろいろな物資があるのに対し、遠方の者はわざわざお金を払ってその場所まで行かなければ
物が買えないからです。これからは高齢化と若年層の減少は避けられません。今のうちに福祉設計の充実と人
にやさしいまちづくりを早急に確立化されることを望みます。その後に均一化を図っても良いのではないかと
思います。

恵南地区に住んでいるが、旧恵那市中心に動いているように思う。ごみ焼却施設が2年後に恵那市に統合し、
旧恵南の施設の廃止となっているが、直接恵那市まで持っていかなければならない。市に2つの施設は不必要
と言われるが、恵南の端から恵那市まで持っていくのは困ったものだ。お金がないと言っては弱者をいじめて
いるように思われる。生活に密着した事に金を使わず、余分な方に金を使っているように思われる。旧恵那市
中心で動いているのは困る。
恵南地域の環境整備が遅れており、逆に旧恵那市街地ばかりに予算が投入されている。不公平感が非常に強く
なっている。私の住む地域では恵那市市街地には交通の便も悪いのでほとんど行きません。むしろ瑞浪市に非
常に親近感があります。旧恵那市との不公平感が解消しない限り、恵那市のまちづくりはまだまだ無理であ
る。
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合併後、恵那市役所付近ばかり整備され、地方はますます取り残されていくよう見受けられます。また、水道
代金、税金額が増えるばかりです。

旧恵那市では道路整備等で大変良くなったが、その他の地域ではそういった事を感じる事ができない。その他
の地域にも力を入れてほしい。

市の全体の行事など、今までのように町地域での講演、会議等恵那市での行事が多くなっているようです。地
域の文化事業などある程度部落ごとで行うことを希望します。

恵那市に統合されてから恵南地区は何一つとして良い事がありません。このことをよくお考えくださいますよ
うに。水道料金にしても統一を図るとおっしゃいますが、こちらには何も相談なしという印象です。水源が違
うのですから料金が違って当たり前。すべてが便利な市街地と同じでは、恵南に住んでいて良い事など一つも
ないではないですか。住みづらいとしか言えません。いつか子ども達が成人したら移転を考えています。公園
にしろ遊具にしろ、事故やケガの可能性があるからとすぐになくしてしまうのはやめてください。子ども達の
遊び場がまるでありません。中津川や瑞浪へわざわざ遊びに連れて行っています。恵那市は街さえ賑わえば良
いのですか。

一番切望することは、生活環境を改善してほしい。市町村合併して地獄行きを超特急に乗せられて、良い事、
嬉しい事が一つもない。神様助けてください。市民を救ってくれる人は、市行政のトップ市長や職員の能力、
腕の中にある。市職員だけを太らせる合併ではない。市民の暮らしの模範となるように。今すぐできること、
人員カット、俸給カットをせよ。これだけで大部分改善できる。市民は質素、職員も優雅な暮らしを我慢し
て、市民に対時してほしい。地獄行きを止めてください。

市の中心に行けば次々と新しい建物ができていますが、半面、市のはずれは商工業共に廃業が増えています。
これが配分の良い財政のあり方でしょうか。見捨てず手をつないでください。

大井町ばかりでなく僻地に目を配る市政を行ってほしい。水道にしてもバスにしても、今まで安くできていた
ものが合併と同時に全部高くなるのはどうした事か。大きくなれば安くなるのが普通だと思う。

合併してから何一つ良い事がない。ごみ出しの日が半年後とに変わるのは困る。なぜ変わるのか説明してほし
い。ゴミ袋、薄くてすぐ破れるし。恵那の街だけ良くなっている。こんな事なら恵那抜きの合併でも良かった
のでは。

広域合併で各域共不元気な集落になっている。原因はどこにあるか再検討し、行政に活用されたい。

合併したら恵南地区のサービスがほとんどなくなってしまいました。代わりに恵那の町の中はすごくきれいに
開発されました。この違いを見て、合併は大失敗だったと思います。もう一度恵南地区の見直しを思います。

恵那市の中心はどんどん発展していますが、地域は交通面、産業面は遅れているように思います。

この頃思う事。矢作川と庄内川との分水領近くに住んでいる関係上、恵那市街地に行くより瑞浪市の方へ行く
機会が多く、恵那市にあまり愛着がない。大井町の頃、職業安定所へ行ったのが初めてで、戦後恵那峡へ行っ
た事くらいで、あまり恵那のことはわからないです。現在恵那へ行くにしても、瑞浪へ出て中央線で行った方
が便利で明知線は利用しません。昨年中津川市の税務署へ行く機会があり国道363を往復した時、363の整備の
悪さが明智町の内。旧吉田地区内の悪さが県道の時のままである事がよくわかりました。現在車が大型化し、
とても危険な所があり、早い改善策が必要かと思うこの頃です。合併のメリットは何もない事がよくわかりま
す。後期高齢者の独り言と思わずに。
現在の恵那市は、平成の合併により誕生した新しい自治体である。しかし、住民の意識の中に新恵那市は定着
していない。市民の心の中では、アンケート設問3に示されている13の地域社会が、日々の生活を支えてくれ
る自治体なのである。時代は中央集権から地方分権へ、経済優先から心の豊かさを求めて大きく変わろうとし
ている。市町村の合併は、生活基盤を確保するために、やむを得ない事とはいえ、多くの矛盾点を抱えてい
る。「血の通った市政」を実現する事は容易ではないと思う。俗にいう「大男総身に知恵が回りかね」となり
やすい。市内に暮らす人々は、市民である前に近所に住んでいる人、住民を大事にして生きている。長期の展
望にたち、初心を忘れず、成果を焦らず、地道な努力をしていきたい。すべての市民が、設問12の1に、すぐ
に○を打つその日がくるように。

個人の勝手な意見ではありますが、合併していろいろ変わったところもあり、便利になる事や不便になる事も
出てきたと思います。苦労も沢山あると思いますが、一市民としてもやるべきことはやっていこうと思ってい
ますが、住みよい、そして活気のあるまちづくりをこれからも目指して頑張ってほしいです。

合併後暮らしにくくなった。

合併してから振興事務所への用事がどの地域でも受けられるのでとても便利になった。

合併特例債で中心市街地の整備にお金が使用されているのはいかがなものか。もっと必要性のある所に使うよ
うにしてほしい。

38 ページ



自由意見
私の町、明智町では「合併して何もええことない」という声が多く聞かれます。串原でもそう言われるそうで
す。とかく市の端の方では中心部の文化的恩恵が受けられませんし、職員や議員さん達も市役所まで通うのが
大変という事情があります。確かに町だった時よりいろいろと不便になりました。しかし、これはどうしよう
もなく「合併が間違っていたのだ」と諦めているのが現状だと思います。若い人は都市へと出て行き、老人世
帯が多くなり、田も休耕田が増えていきます。先行きの希望は見えません。これは恵那市だけの問題ではなく
日本の政治の問題でもありましょう。私のような無力な老人には何もできませんが、中年の人達にもっと考え
ていただきたいと願うばかりです。

市長始め、議員（特に恵新会の人物）等は、もっと勉強すべき、市民を上手に導いていく先導に立っていく人
が先の事が読めず行き当たりばったりの行政をしていては全然話にならない。合併してから旧恵那市街の目覚
しい進歩というか発展振りは、これが旧恵那市街と目を疑いたくなる状態で、田舎はますます淋しくなり不便
になる事ばかり。詳細はわからないが見た目だけで言わせて貰うとそんなことばかりの気がする。上に立って
税金をたくさん給与としてもらっている人はそれなりの働きをして当然、できない人はもっともっと勉強して
ほしい、するべき。

合併してよかったと思えるようなまちづくりをしてください。一度も思った事がありません。

何か地域が偏った開発がなされているような気がする。もっと本当に市民が直面している項目について事業計
画を立てて施工してほしい。我々には生活道路の充実が先決問題であると私は思う。

串原だけ取り残されている気がするので淋しいです。名前だけ市になりましたが。頑張ってください。

もっと住みやすくしてほしいです。恵南地区から中心部へのバス等の配慮、高校等は学力よりも通学優先に
なってしまいとても不便です。

もとの町村の方が良かった。恵那市になって一つもいい事がない。月の半分は好きな事をして遊んでいるよう
な議員ばかりの恵那市がアホみたいだ。

合併協議事項も 終段階の状況と聞きますが、今後は市民生活の安定環境づくり、隅々目配り市政、格差のな
い施策、恵那市に住んでよかった、合併してよかったと思えるまちづくり、お願いします。

平等という名の下に差別はやめてほしい。市の中心に住む者と、市街地から遠い地域が同じ条件で生活するに
は、例えば、買い物、通学、通勤、通院手段の平等化のための支援が必要で、周辺地域への支援を行い、住ん
でいて良かったと思える対策をお願いしたい。画一化が平等とは言えないという事です。

上矢作町は交通の便が悪く、自分が運転できる時はよいけれど、老後できなくなった時不安です。買い物ツ
アー、見学ツアー等、低額で行ける計らいを望みます。例えば、小型バスを出してもらい、地域ごとに1ヵ月
に3回ぐらい出かけれるとありがたいです。

恵那市内は道路はきれいに整備ができ、お役人様は大きな顔。市長や市議会の皆さんは恵南地区はどうでもよ
いのでは。大井町だけが発展すればいいのですね。

恵那市が17億円、恵南地域がたったの1億円、17分の1これはひどすぎる。

これから大きくなる子ども達のために住み良い町にしてください。旧恵那市ばかり環境を良くするのではな
く、恵南5町村にももう少し目を向けてほしい。

私達は合併してから恵那市となりましたが、恵那市はにぎやかで生きがいを感じますが、私達の町は仕事もな
く、皆他地へと多くの人が仕事を求め出て行きました。昨年暮れから4軒の家が壊されました。70戸ある村で
子どもが6軒しか居りません。私の次の地区も12軒も空き家ができました。若者も男女がいないため子どもも
なく、隣がなにをする家かと思います。どうかこの村を助けると思い、働ける仕事上をつくってください。私
の近所も猿、猪が出て野菜をとり、昼間も戸締りをしないと猿が入ります。店もなくなり老夫婦で耐え忍んで
おります。

串原町は老人を1週間に1回岩村バローまで買い物に連れて行ってもらえると喜んでいます。これでは税金を多
く払う事が何にもならないと思います。

年寄りの多い山間地にもっと力を入れてほしいと思います。何かにつけて不便な田舎です。都市部に目を入
れ、山間部に力を入れる事が市の発展にもなると思います。現在のままだと不満ばかりです。昔のような町に
返してほしいです。

恵那駅周辺が整備された、道路が整備された、景観が良くなったとかいろいろ言われていますが、私の周りで
は今までと何一つ変わっていません。便利になるのはほんの一部の人たちだけのような気がしてなりません。
この思いはもう何年も前から感じている事です。
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今恵那市の街は、図書館、コンビニ、レストラン、ビジネスホテル等、沢山でき始め、とても活気のある街に
なってきました。道路についても走りやすくなってきたと思います。しかし、ちょっと街から外れていくと、
何も変わった感じがしません。

市中心部に施設等集中し、田舎の者は何にせよ、町に行かなければならない。行政の力で田舎でも働ける工場
とか誘致してほしいです。若い人達も働ける所があれば田舎にいてくれると思います。

この先、高齢者の割合がどんどんと増し、過疎が進んでいくことと思います。合併により多くの山間部、過疎
の進む地域を組み入れたということは、中央が活発なのは当たり前のことで、不便な地域こそ隅々まで行き届
く市政を行っていただくための合併であっていただきたいものです。どんな所に住んでいても、車がなくても
病院へ通ったり、買い物など出かけたりすることが、ある程度不便でない生活を誰もが営むことができる住み
よい所にしていっていただきたいと思います。そのための税金であってほしいです。大変なお仕事とは思いま
すが、どうぞよろしくお願いします。

山岡の地に生まれ住み、合併となったが、何ら変わることはない。河川、道路の拡張整備、昨年から河川の拡
張が行われたが、不備が生じている。歩道にしても中途半端といわざるを得ない。現に下手向！

買い物の利便性にしても、他地域におされ、山岡は閑散としている。

設問26の6・7について市がどう考えているのか、なぜ設問に入れたのかが知りたい。

恵那駅周辺だけが活性化され、合併した郡の地域が孤立し差別されていると思われる。道路整備、工業施設の
土地誘致、県外からの交通の便の活性化を隅々まで充実させてほしい。

先日、市長が新聞に「市民の中に合併はよくなかった」と言っている人がいるが、「合併しなかったらどう
なっていたか考えたことはあるのか」というような文章を出されたが、本当に未来が見えているのかはっきり
させてほしい。数字の上だけで何年後に○の町は破綻するなどと言われているが、合併したことで破綻が免れ
ただろうという言い方はやめてほしい。明るい未来に向かって、将来、子ども達がいつまでも残っていたいよ
うなまちづくりを、恵那市に住む隅々の住民のことまで考えた対策をしてほしい。

私の住んでいる串原地区では、若い人たちの多くは都市部へ出て行ってしまい、今後、限界集落となり、いつ
か消えてしまうのではないかと不安に思っています。この先さらに高齢化が進み、住環境の悪化や子育ての困
難さが増すのではないかと思います。合併して主な機能は中心部へ移ってしまいましたが、こういった地域に
合わせた必要な政策（介護や教育面等）を行ってもらうことを期待しています。

子や孫は町外へ流出し、人口は減り続いている。高齢化率40％を超えたという独居老人世帯が増え、あちこち
で空き家が目に付く。高齢化の中、農業、林業の荒廃は限界集落へと進む。再生を目指す運動が急務であると
思う。

私達の地域は限界集落と言われておりますが、確かに老齢化が進み、女性の一人暮らしの方が多いようです。
特に現地域の女性は、当時運転免許を取得せずして現在に至っております。毎日の食生活に不便をしていま
す。 近は商店がどんどん休業され、近くで入手できなく困っています。健康な方は「たのまれタクシー」と
かいって、一部の方は町外へショッピングされている人もありますが。そうした状況をふまえて、町内で力を
合わせて前向きに取り組んでいくことができないかを模索中です。市の協力を得て毎日が安心して暮らすこと
のできる施設を、公共もしくは助成をお願いしたいと思います。
過疎地だからとマイナス思考的にならず、高齢者でもできることを前向きに、町の活性化に繋げる夢を追い求
めながら、手立てを公共機関にも委ねていただき進めることができたらと思っています。
当地は山あり、谷あり、川あり、野辺、田園風景の景観を活かして、土地提供者にも委ねての「学園都市」の
夢が叶えられたら。（ある方の受け売り）

近恵那市の工事がとても多いことが気になります。「以前から整備計画があったから」と、職員の方に説明
を受けましたが、計画があってもお金がなくできなかった。ところが、合併により予算ができたため今やって
いるのではないでしょうか。たとえ計画があったとはいえ、合併したからには恵那市に偏らず、平等に順に慎
重に進めるべきではないでしょうか。何も知らない、わからない一般市民の目から見ると、ただただ腹立たし
く思います。

恵那市になってからいいなと思ったことは一度もありません。ゴミ袋は安くなったけど弱くなった。今の恵那
市に望むことは、何を書いても無駄のような気がします。個人的な恵那市の土地の件に関しても、もう何年も
経つのに何もやってくれていません。生活も一日一日不便になって（店がなくなり）交通の便も悪くなり、こ
れから先、恵那市の行政に何を考えたらいいのでしょうか。年をとってからでも暮らしやすく、孤独感を感じ
ずに生活できる、医療のことも心配がない、そんなことに充実感のある恵那市を望みます。

合併後は何も期待しておりません。
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合併後、テレビ、新聞等で「恵那市」の表現を聞いたり見たりした折、詳細は「明智」だったり「岩村」だっ
たり「串原」だったりして、旧市街に住んでいた者は改めて合併した恵那市を実感することを何回も経験いた
しました。また、小さな町村だった所が大きな市に合併して小回りのきかなくなった不自由、不便のないよう
にと思っています。

反面、広くなった恵那市全体としては、みんなが同じような満足感を得られているだろうか。格差という点で
はあまり自信が持てない。それから、都市部が持っているような刺激的な魅力は薄いので、買い物や勉強（文
化・教養）面での満足感はかなり低い。外へ出て行かなければならないが、交通の利便性が悪い地域ではそれ
もままならないのではないかと思う。この点が今よりも格段に改善したら、町の活性化はある程度計れるので
はないかと思う。

市街地ばかり良くしないで僻地の方にも目を向けてください。病院へ行きたいが、その都度タクシーに乗れま
せん。この階段は年寄りには凶器に等しい所です。（図あり）

主人と二人で他の所がどのように変わったか見て回りました。どこを見ても羨ましいほどきれいに整って、美
しい部落に変わっていました。とっても矛盾を感じます。

恵南地域と旧恵那市で合併によりそれぞれ行政サービスに不平等感がと思われますので、恵那市全体のことと
して、旧恵那市、恵南地区という地域的意識に捉われることなく、地域性もあり難しいことがあるかもしれま
せんが、恵那市全体として改善すべきところは改善できるよう、意見聴取をお願いしたい。このアンケートで
ある程度様子がつかめるかもしれないですが。

恵那市正家のあたりが田があってのどかだったのが、都市化してしまうことが残念でした。都市税があるとし
たら廃止してもらいたいですね。過疎化しているところを何とかしてほしいものですね。

もっと山間地域へ目を向けてほしい。

恵那市は下水も完備されていない地域がある一方、武並のようにライフラインが整備されているところがある
など格差があるのでなくすること。

市が合併することにより間口が広がった分、郡部の状況の交流を含めて我が市のように喜べることもあれば、
広がりすぎた分、水くさくなってしまう分野もあり、なかなか良いことばかりは表れてこないものです。市民
一人ひとり文句を言えばきりがありません。どんな点についても自分自身がしっかり地に足のついた生き方を
すれば、自ずと良い「まちづくり」になると、私は常々考えています。

教育、医療、交通等、生活環境を住民サイドで見て、中心に片寄らないまちづくりをしていただきたい。

旧恵那郡が合併して、元の恵那市はともかく、旧恵那郡は役場の人が減ったりして、公共サービスの低下とい
うのはないのでしょうか。大所帯になればなるほどすみずみまで目は行き届かなくなり、切り捨てられていく
のではないでしょうか。それが市全部に移っていくのではないでしょうか。国自体、地方を切り捨てようとし
ています。地方のさらに地方の恵那市が、元気があり潤いのある町になるには並み大抵の努力ではない気がし
ています。具体的なアイディアがありません。市長さんたちがリーダーシップを取って大胆な改革としていく
のがいいのか、地道な事を重ねていくのがいいののか、これもわかりませんが、多分このままでは駄目な気が
します。一つのお願いですが、大井・長島町だけにいろいろ集中しないように、他のところにも行き届いた
サービス等お願いします。

各町単位でのまちづくりは進んでいるように思いますが、恵那市全体としてのまちづくりが発展していくとよ
いと思います。

合併後の恵那市は特に市の中心街を中心に、商業地化しすぎているように思います。市の人口はどの位増えて
いるか分からないが、近隣の市にもスーパー・外食店がどんどんできており、過当競争のあまり閉店が進み、
市の財政に影響は出ないでしょうか。

合併後の恵那市のことがアンケートにありましたが、私たちが住む笠置町には合併の効果（？）はあまり感じ
られません。私たちが住むところでは老齢化が進み、特に交通の便が悪く、車を運転できなくなった人達は病
院に行くにも不便を感じていると思います。恵那市の奥地までシャトルバスの運行、増便を希望します。私は
長い間、恵那市を離れていました。3年ほど前に帰ってきましたが、今でも勤務地は愛知県ですので、市政の
ことはあまりわかりません。失礼なことを書いたかもしれませんがお許しください。

道路整備や情報の伝達（インターネットの整備等）に地域差がありすぎます。もっと差をなくす努力を見せて
もらいたい。

旧恵那市の郊外（長島町、大井町以外）は、上水、下水等生活環境が旧恵那郡より遅れている。特に笠置は上
水すらない状態なので早めに整備をお願いしたい。

市民生活について・・・市民全体がいかにしたら公平なる生活ができるかを考えた計画を立ててもらいたい。
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中心部だけが潤っている今の行政のあり方を考え直してほしい。不便な所はいつまでたっても変わらず、合併
後はよりその差が大きくなったと思います。

恵那市の町の中はとても良くなり、飯地からたまに出て行くと迷ってしまう所さえあるくらい、田が町になっ
たり道がとても良くなったり、同じ恵那市でも飯地と思うと、道は広くなったといっても行き止まりで、若い
人達はいません。もう大半おじいさん、おばあさん二人暮らしです。何しろ末が心配です。飯地に住んでいて
一番安心なことは、診療所の先生がいてくださることです。私達年寄りには有難いと思っています。

夢を持てるような世ではない。

新しい施設をつくるのではなく、今あるものをもっと有意義に使用できるような工夫が必要。見た目より中
身。
大型店舗の誘致（激安スーパー、生活用品、子ども達が安心して見られる映画館）を希望します。

岩村町にも明智のかえでホールのような建物がほしいです。公民館が老朽化しているため。

それよりも学校や病院などの耐震化にお金をかけたほうが良いです。命の方が大切ではないですか。

図書館の無駄を見直した方が良いと思います。ただ広いだけですごく使いにくいし、平日の人の少ない時は電
気を少なくつけるとか考えた方が良いと思います。

明智で大正村発展が大きな鍵であると思いますが、その中で資料館の管理に大きな不満を感じます。開館当初
は町民の協力で明智の文化、歴史を伝えるものばかりで展示されていたが、今では当時のものはほとんど処分
されてしまい、外部から持ってきた蓄音機や雛人形が中心になっているが、あれでは資料館でなく道楽物のコ
レクションです。一度廃棄処分にしてしまえば二度と復元する事はできないのです。無能な方がまるで大正村
を私物化してしまった事が悲劇を生んだのです。明智にも明智歴史に詳しい方はいるが、そういった人を役員
から外したり、役員に選ばれないところに問題があると思います。

次に、旧明智町で職員採用試験の前に採用者が決まっていたが、新しい恵那市ではそのような事は絶対にやめ
てください。有能な者が採用されなければ市は発展しないと思います。

上矢作町は限界集落になるのはもう時間の問題です。今、全国的に結婚しない人が多く、30才後半の女性は
50％と新聞に載っていました。上矢作でも独身者が多く、まずは結婚できる環境づくりをお願いしたい。それ
がまちづくりの原点だと思います。

初めての事ですのでよくわからない事が多かったです。子ども達がいないことから、学校のこともあまりわか
らずすみません。もう少し年寄りの心配するような内容があると良かったと思いました。

恵那市のために頑張ってみえる皆様毎日ご苦労様です。これからも住み良いまちづくりをよろしくお願いいた
します。

上矢作町には人が住んでいない古い家が何ヶ所かあるが、危険な場所など持ち主に相談するなどして撤去して
ほしい。

恵那市の財源を増やして市自体で潤すために温泉を出すことが一番儲かると思う。余分なあまり必要のない施
設ばかりをつくるのではなく、安値でいつでも入ることのできるような温泉施設と恵那市の市民プール、大井
町か長島町、せめて武並町くらいまでに1つつくってほしい。そういう所に税金使いましょ。

「ふれあい広場」はやはりなくして、欲しくはなかったです。大きな建物を次々と増やしていく意味はあるの
かと疑問に思う。自然や山に囲まれている恵那だからこそつくれる物があると思う。高台から恵那の町を見下
ろした時、とても淋しいものを感じました。外灯が好くない所が多い。危険な所にもっと配慮すべきだと思
う。

駅前、市街地に10階くらいのマンションを2棟建てる。

アンケートはなかなかわからない事が多くて正確に答えることができませんでした。

美術館や永田の池の公園など無駄だと思う。

恵那市役所、駐車場が少ないです。市民のために駐車場でなく、業者の駐車場になっているようです。

アンケートの様式をもっと考えてほしい。重要度が高い、低いとは理解できない。

中山道美術館を民間に委託した方がいいと思う。経費の適正化もしてほしいと思う。

映画館があるといいなと思います。夏は暑いので市民が楽しめる市民プールがあるといいなと思います。

図書館が新しくなりありがたいのですが、以前あったビデオ等がなくなって淋しいです。CD、ビデオ等が充実
してくれると嬉しいです。
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ただ恵那市は土地が高いと思います。アパートやマンションでも多治見・名古屋と変わりません。都会と比べ
て賃金が安いのに、不動産が高すぎると思います。知り合いの方も高いと言い、名古屋方面に買う人も多いで
す。

瑞浪のサイエンスワールドみたいな施設があると良いと思います。恵那の人でもサイエンスワールドの事を知
らない人が多く、誘って行くと、ほとんどの親が「良かった、こんな施設があったのは知らなかった」と言わ
れます。あの場所で科学の実験がありますが、親も子どもも夢中です。やりたい人というと、子ども達が目を
きらきらさせて手を挙げて前に出て行きます。今の学校の授業でそういうのを見ないように感じます。

保健センターの建物も相当古いし、中に入っても展示してあるものや内容も、昭和から変わってないような雰
囲気に滅入ってしまいます。古くさいイメージ、それを変えようともしないし（保健センターに限らず公民館
や公の施設の多数）利用者のためにという相手側の思いが全く感じられません。いろいろと書きましたが、こ
れから先ずっと住んでいく事を考えると、私自身ももっと市のことをよく知ることも必要だと思いました。

恵那市には市民プールがない（山岡にはあるが）ので、プールがあると良いと思う。美術館も市民に無料の日
を増やしたり、判割にしたりすると、市民がもっと利用すると思う。

岩村城を建てる。

やっぱり市営の駐車場１日300円位で利用できたら、名古屋へも勉強に行ったり、遊びに行っても嬉しいで
す。

恵那市に新しく図書館ができましたが、公園をつぶしてまで無駄に大きなものをつくる必要があったのか疑問
です。恵那市の町中で広い公園というと、あの場所しかなかったので残念です。図書館そのものも大きすぎる
ため運営費が多くかかる気がします。中の本の数も考えて半分くらいの大きさでよかったと思います。

山岡町道の駅、夢としてダム湖の中内に筏をつくり、浮かべて動物島をつくったら良いと思う。そこには、ベ
ンチを置き、魚釣り場、カモ、ウサギ、モルモット、リスを飼育、小さな動物園をつくったら子どもが喜び、
多くの大人を連れてくると思う。魚釣り料をもらい、町の収入源に。また、日本一の水車が回っていますが、
回っている時だけ図のように水車が大きいだけ小さい回点物をつければ光電光発電が可能と思います。水車は
惰性で回っていると思うので、電力には負担がかからないと思います。（図あり）

恵那市は箱物が片寄り、他の地域では上矢作、山岡、串原、くすんでしまっている状態である。地域地域の良
さがあるにもかかわらず、学識経験者の名のもと、将来への夢が見えず、心にも響きがない。

“恵那市のまちづくり”とは何ですか。まちづくりは恵那駅前、特に、今、田畑だったところが店舗になった
ところのことですか。車で50分近くかかる場所なので、いまいち身近な感じがしません。

新しくなった図書館も車で50分かけて借りに行くには大変で、車で25分で着く瑞浪市の図書館へ今でも行って
います。ところで、恵那市の図書館は何か恵那市図書館の“ウリ”ありますか？土岐市の図書館ではマンガ文
庫があって、高校卒業以来の入館だったけれど、長居しちゃいました。

また、新しい図書館がとてもきれいで気に入っています。これからも蔵書をどんどん増やしていただきたいで
す。ただ、何度も足を運ぶのが大変なので、もう少し貸出期間を長くしてもらえると嬉しいです。

○夢・アイディア・・・「地域の自然を活かした暮らし」が実体験できる体験型民族博物館のようなものがあ
ると楽しいのになあ。千葉県立の「房総の里」のような。
紙面の制約や言葉足らずのため、伝えられないこともあるかと思います。また、書いた事柄には責任を持ちた
い。ゆえ、発信者たる私の住所・氏名を書き添えます。〒509-7512上矢作町1796市営平井住宅5号永井礼二

この調査は20才以上（平成20年4月1日現在）の市民の皆さんの中から2,500人を無作為抽出してお送りしてい
るものですとありますが、私は20年4月1日現在は上矢作に住民票はありません。いかにいい加減にアンケート
をしているかよくわかりました。今後あまり期待してはいけないということなのでしょうか。アンケートは返
送いたしますが。上矢作へ帰ってきた途端から納得のいかないことでがっかりです。

文化センターに和室があるが、和室の水屋がない。茶道ができるような和室と水屋をつくってほしい。

文化的素晴らしい音楽や演劇、スポーツなど名古屋まで行かなくても接しられるようにしてほしい。

市民が直接利用する施設（福祉センター、児童センター、文化センターなど）を今後、建築するようなことが
あれば、図書館建設で図書館建設協議会を設立し（9割が市民でしたが、立派な図書館ができました）利用者
である市民の意見を多く取り入れる方式でやってほしい。
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市としてまちづくりで何がしたいのかが見えてこない。何十億かけてつくったスケート場は本当に必要だった
のか。スケート場、美術館などは観光の一旦も担っていることと思うけど、本当に需要はあったのか、その辺
のことを本当に考えて話し合ってつくったのかが疑問だ。財政が厳しくて市民に負担を負わせる前に、そう
いった無駄遣いをなくすことを考えてほしい。でも恵那市は、観光地として魅力もなく遊ぶところもない。だ
から、施設はつくるなと言わないけれど、冬しかできないスケート場、いい立地条件にかかわらず、人が入っ
ているかわからない美術館などをつくる必要があったのかを、財政が厳しい恵那市だから、県市民税を上げる
前にやれることがあったのではないか。

市も国も家庭も一緒で今の日本はおかしい。確かに、世界の中では豊かな先進国です。けれど、一年間の自殺
者が3万人以上を数え、さらに連日の殺人事件は昔の恨みつらみ、耐えて忍んでそれでも駄目なら相手を殺し
自分も死ぬてな話だったが、それが今では親、夫婦、子ども、孫等、一番近しい者を手当たり次第、いったい
どうなっとんねん。今社会に一番必要なことは、心の豊かさを育む愛情です。馬鹿なセクハラではなくて、
もっと深い人間愛を取り戻せる社会をつくりましょう。

〔現状の問題点〕・転出が増えている→瑞浪市へ

あまり恵那のことを知らなかったことに気づきました。

総合庁舎に不用品の提出場所が変わり、車に乗れない人は出す機会が少なくなりました。もう少し近い場所が
できればいいのに。

以前は田舎でしたが、今は町の中、田舎の方が人と人が親しみやすく親切です。

市民税、水道水などよその市より高いです。東濃地方で4つの市では恵那市が 低の町です。

まずアンケートを答える機会を与えていただき感謝しています。多くの設問に答えていくうちに、いかに市政
について漠然としたとらえ方しかしていなかったかに気づかされました。もっと物事を真剣に確実にとらえな
ければと反省しました。限られた予算内で回数を増やしたり、多くの人にチャンスを得られるようになりませ
んでしょうか。私のようにこの機会で関心を持つ人が増えるように思いました。
ふせこし工事は本当に必要な工事なのですか。計画性もないように思えます。ホタルや川メダカの棲みかをこ
れ以上奪わないでほしいです。
また、 近は街中も整備が進み、景観は視覚的にも心を和ませ、図書館ができたことで学生時代の放課後のよ
うな時間を過ごせる場所ができたと思っている。こういう場合、図書館は単に箱物ではなく、有意義な時を過
ごすことができる空間として、私達市民の中に存在しているといってもいいと思うし、そういうことが素晴ら
しいことだと思う。
大きいショッピング施設が（イオンモールとか）できれば、もっと若い人たちが恵那市に住んでもいいと思っ
てくれると思います。やっぱり若い人たちは休日ちょっと買い物したり、ランチしたりして遊べるところがあ
る土地に住みたいと思ってしまうものです。ショッピングモールができれば働く場所もでき、パート、アルバ
イトがしたい主婦にも、定年後の父達も喜ぶのではないでしょうか。映画館ができればなあといつも思ってい
ます。

アンケートが見辛くやる気がなくなってしまいました。

このアンケート自体、上から目線で役所仕事って感じがします。専業主婦といってもこのあわただしい世の中
で時間に追われるような毎日です。恵那はボランティアが多いなあと感心しますが、今回のような内容で細か
く時間を使う作業の場合、ほんの少しでもお礼があると、いろんなアンケート（意見）も出るだろうし、上か
ら目線ではないところが出るといいのでは。

全く協力金を出さないとは言っておりません。 近下水管をやっていただきましたが、家の前だけで後は今ま
でどおり急勾配で私はとても歩けません。今は裏の畑の道がゆるやかなので、お借りして使わせてもらってい
ます。何とかならないものかとこの場を借りて思いのたけを書かせてもらいました。

民間（海外の）のコンサルタントに先入観なく分析をしてもらう。

市民プール（温水）をつくってほしい。毎年、小学校などのプールの一般公開日に利用が少ないので、プール
は要らないとの内容の議事録が広報に載っていたと思いますが、1日や2日の利用日だけで判断されているのは
なぜでしょうか。学校のプールに一般の人がわざわざ出かけるでしょうか。調べ方がおかしいです。

設問が多く、また、内容が大きなテーマのものがあり、判断に苦労する。年齢から自身の身には全て関係ない
ことが多く回答できない。当地では「絵に描いた餅」のような回答例が多く、もっと身近な具体例を提示して
設問にしてほしい。評論家的からの回答はしたくないと思う項目が多かった。2～3回に分けて具体例をあげて
行うべきだ。今回は合併に関するものだけにすべきだったと思う。

市の共同墓地を設置してほしい。まきが根体育館にあるような、体力促進器具を各公民館等において、気軽に
運動ができるようになるとよいと思う。市民プールがほしい。

雨天の日に困るので、恵那駅から隣接する駐車場まで屋根を付けてほしいです。できたら駅前面にも軒を。
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世の中のいじめ問題は大人の世界から子どもに広がったものと思います。まずは大人社会でのいじめをなくす
ことが大切です。笑顔であいさつでき、陰口や噂話をしないこと。人に対し笑顔を向けることは、相手も幸せ
な気分になり自分も幸せになります。恵那市の人は笑顔と挨拶がきちんとできること。こんな些細なことから
良い印象に広がっていくと思います。
市民プールをつくってほしいですね。アクトスはあっても、市民が夏に子ども達を楽しく遊ばせられるための
プールが必要だと思う。

恵那市のゴミ袋は他市に比べて高い。もう少しコストダウンにならないか。

過日、恵那峡の桜を見に行きました。夜でした。夜桜でした。ぼんぼりが灯され音楽まで流していましたの
に、市民へのアピールもなく、恵那峡の店も開けてなく、わずか1ヵ所夜店が開いていました。若者の1グルー
プが酒盛りしていただけで、淋しい花見でした。

設問内容が自分のぴったりこなくて答えようがなく、空欄のままにする箇所がありました。

現在は父親と一緒に生活していますが、外国での仕事が多くて、恵那にお世話になることがあまりないのでよ
くわかりません。本当に住んでいたのは高校生までで、申し訳ないですが回答の中に「わからない」がないの
で「どちらともいえない」に付けました。

恵那市は税金が高いことや他市から転入しても家を建てる際など、転入者に得なことはない。このため転入者
もなく税収が減るのである。

ブラジルのジュセリーノの予言でも報じられていますように、これより温暖化現象に端をを発する海面上昇や
大風の襲来、大地震、洪水をも含む未曽有の天変地異や、デング熱病や鳥インフルエンザ等の疫病の蔓延、そ
れに原油高騰による物価高や経済危機のあおりをもろに受けて、生活が一段と苦しくなり、健康も一寸先は闇
で、まさに我々の生命は存亡の瀬戸際に立たされようとしております。具体的には2010年6月15日のニュー
ヨーク株式市場が大暴落することで、インフレは抑制が効かなくなって、2011年には日本経済は完全に崩壊
し、金貨価値は紙くず同然になり、我々みたいに田や畑を有していない者は、どうやってこの難局に対処し克
服できるかが 大の関心事であり課題であり、また悩みの種でもあります。残された時はそう長くはありませ
ん。食料の保存、備蓄に向けて今からすぐ手を打たないと間に合いません。米の減産を完全撤廃して、余った
米は倉庫をつくって低温で保管したり、さつまいも、じゃがいもといった種の確保や配給によって市民の生活
を擁護することを検討、実施する時期にあると思います。時は迫ってきます。どのような大自然の猛威があっ
ても、市民が安全に生き延びていける方法を行政で考えてほしいのです。それに海面上昇は予想よりはるかに
早くやってきます。2021年日本では海面が7ｍ上昇して、名古屋やその周辺の低い地帯に住んでいる方々はこ
れよりボチボチ高台に転居することを余儀なくされます。そういった方々の住む場所を提供できる体制をとっ
ておくのも急務だと思います。

アンケートの内容が難しすぎる。

今回のアンケートについて。「重要度」の意見の取り方がよくわからない。もう少し例をあげてほしい。

恵那市から有名人が現れるなど、恵那市に住んで自慢できるような町にしてほしい。

市の中心街には大きな箱物や施設は要らない。

日々の生活に追われて、新しい企画に参加することができません。子どもがいませんので、学校のこととか子
どものこととかはっきりした答えが出せません。明知線とは離れている場所ですし、親戚もありませんのでわ
かりません。

今の暮らしに満足などできないが、今思うことは、一日でも長く明日死ぬとしても、今日まで無事で誰の迷惑
にもならないように二人で助け合って生きていることが一番幸せと思うばかりです。

街の中心地、中山間地、辺地等の問いについて、アンケート内容の検討が必要と思われる。

正直、今の恵那市は中途半端な気がします。いろいろな建物ができているみたいですが、特に大きいお店では
なく、これといって魅力を感じないんですね。遊びに行くにしても、岐阜、名古屋あたりまで出て行く人が多
いんじゃないんですかね。そこで言いたいのが、映画館やショッピングができる建物をつくってもらえないで
すか。いろんな人が集ってくるんじゃないですかね。

図書館や美術館など現在あるもので足りていると思うので、過剰に建てる必要はないと思います。

買い物する場所は充実しているので、結婚式場や産婦人科など中津や瑞浪に行かなくてはならないような施設
を、町中や利便性の良い場所に建ててほしい。

映画館がほしい。

当人は当年96才となっていて、認知症であり、このようなアンケートには答えられません。無作為抽出として
ありますが、氏名がわかれば年令もわかると思いますので、そういうところをもう少し考えてください。でな
いと、せっかくのアンケートが無駄になる。
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市役所の人たちの服装をもっとちゃんとしてほしい。職安の女の人とかもチャラチャラしていると、仕事を探
して焦っている人にも失礼。職安不便。

誰も通らない恵那駅から19号までの歩道の整備ではなく、上下水道が通ってない地域に水道を充実させたり、
中心地と同じくらい離れた地域でも公共サービスが受けられるようにしてほしい。

3才健診等、友人が他の町村でできるのは良いが、隣町まで行かなければならず不便。予防注射も予約しない
と中心地外では受けられない。

中心地の学校ではできる先生が回されるが、おとなしい少人数の学校に問題がある先生を転入させる等。高
校、大学を卒業、地元で就職したいと思っても、工業団地に誘致した会社、地元の商店街を圧迫するようにつ
くられた大型店舗の就職先しかなく、地元の産業、農業は衰退するばかり。地元だけでやっていくのは難しい
が、地場産業（陶土、寒天、農業）が大手を振ってやっていけるように市が支援してほしい。建築土木も小さ
い下請けはたたかれて生きて、まともに生活できなくなっている。今の大手メーカーのハウスメーカーも良い
が、昔ながらの建て方も宣伝していけるようにしてほしい。

何年後かの岐阜清流国体に向けて強化選手の輩出を。小さい時からスポーツに慣れ親しむ取組みを。才能ある
児童が多いが、大会に出るのは自主的に任せている状態。小学校で能力のある子を推選して大会に出し、自信
を持たせ意欲を出す。成年壮年の部でも優秀な人材がそろっているので、指導員の育成、選手の輩出を市で前
向きに取り組んで、子どもの道徳心向上にも役立つのでは。

そろばん、かるた、地歌舞伎の文化的要素のあるものも支援していく。

保育園の月謝の算定の仕方に疑問が。父親の給料で判断しているのかと思ったら、母親の給料にも関係してい
るとか。稼げば稼ぐほどその分持っていってしまう、辛い。その旨を伝えてほしかった。

小学校のスポーツ保険をもっと父兄の方、利用して。6年生の子がいるが6年間そんな保険に入っているとは知
らずに来た。もっと宣伝してケガが多い年頃なので少しのお金も助かる、申告損。入っている500円の保険代
が無駄になってしまう等々。
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