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心豊かなまちをめざして
　美郷町は、長い歴史の中で、先人のたゆまぬ努力によってまちづくりが行われてきました。そしてこれから、
新しいふるさとを創っていくため、地域を支える人材の育成と時を経て受け継がれてきた文化、伝統を次代へ
しっかりと継承していく心豊かなまちづくりを目指します。

乳幼児教育の推進状況に
ついて

　全体では「満足」「やや満
足」が86.2%、「やや不満」
「不満」が8.6%となりまし
た。
　年代別にみると、「60代
以上」の満足度が87.6%と
最も高く、次いで「40・50
代」が86.8%、「20・30代」が
83.1%となっています。

たいと思えるまち」をめざして

　７月に実施しました「美郷の町づくり町民アンケート」について、先月号
に引き続き報告します。
　今月は、「心豊かなまち」「人がふれあうまち」「活力のあるまち」「安全で安
心できるまち」「町民主体のまち」に関する施策の満足度です。

施策ごとの満足度調査結果
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調査概要■
調査対象●町内在住の満20歳以上の方1,000人
抽出方法●住民基本台帳による地区ごと、男女

ごと、年代ごとの等間隔無作為抽出
調査方法●個人あての書面郵送による調査
調査期間●7月1日～30日
回 収 数●491通（回収率49.1％）

満足 やや満足 やや不満 不満 不明

学校教育の推進状況に
ついて

　全体では「満足」「やや満
足」が87.0%、「やや不満」
「不満」が9.0%となりまし
た。
　年代別にみると、「60代
以上」の満足度が88.0%と
最も高く、次いで「40・50
代」が86.8%、「20・30代」が
85.7%となっています。
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社会教育の推進状況に
ついて

　全体では「満足」「やや満
足」が89.2%、「やや不満」
「不満」が6.5%となりまし
た。
　年代別にみると、「20・30
代」の満足度が94.8%と際
立って高く、次いで「60代
以上」が89.3%、「40・50代」
が87.9%となっています。
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スポーツの振興状況に
ついて

　全体では「満足」「やや満
足」が88.4%、「やや不満」
「不満」が8.1%となりまし
た。
　年代別にみると、「40・50
代」の満足度が89.7%と高
く、次いで「20・30代」が
89.6%、「60代以上」が88.0%
となっています。。
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歴史と文化の保存に
ついて

　全体では「満足」「やや満
足」が91.9%、「やや不満」
「不満」が5.3%となりまし
た。
　年代別にみると、「20・30
代」の満足度が96.1%と高
く、次いで「60代以上」が
91.8%、「40・50代」が91.4%と
なっています。
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人がふれあうまちをめざして
　美郷町は、奥羽山脈の山なみや仙北平野の広大な田園に加え、優れた観光資源が数多くあります。この貴重な
資源を活かし、みんなが集い、ふれあうまちづくりを目指します。
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レクリエーション施設と公
園緑地の整備状況について
　全体では「満足」「やや満足」が
85.7%、「やや不満」「不満」が11.6%
となりました。
　年代別にみると、「20・30代」の
満足度が87.0%と高く、次いで「60
代以上」が86.7%、「40・50代」が
84.5%となっています。

地域のふれあい活動の推進
状況について

　全体では「満足」「やや満足」が
88.4%、「やや不満」「不満」が8.1%と
なりました。
　年代別にみると、「20・30代」の
満足度が93.5%と高く、次いで
「40・50代」が90.2%、「60代以上」が
85.8%となっています。

観光の振興状況について
　全体では「満足」「やや満足」が
83.7%、「やや不満」「不満」が12.2%
となりました。
　年代別にみると、「20・30代」の
満足度が85.7%と高く、次いで「60
代以上」が84.1%、「40・50代」が
82.8%となっています。

人材育成と地域・国際交流
の推進状況について

　全体では「満足」「やや満足」が
86.8%、「やや不満」「不満」が8.9%
となりました。
　年代別にみると、「20・30代」の
満足度が93.5%と際立って高く、
次いで「60代以上」が87.1%、「40・50
代」が84.5%となっています。

美郷のまちづくり
町民アンケート
調査結果
　その2　
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「町民だれもが住んでよかった、住みつづけ　
活力のあるまちをめざして

　肥沃な土壌に恵まれ地域を支えてきた農業、豊かな自然を育んできた林業、生産と労働の喜びを与えている工業、先
人の努力で賑わいを醸し出してきた商業、均衡のとれた産業の振興を図り、活力のあるまちづくりを目指します。

安全で安心できるまちをめざして
　災害や事故を未然に防ぎ安全かつ安心な地域づくりを推進することは、何よりも優先しなければなりません。万一
の事態に備えた防災や事故防止、防犯体制を整え、みんなが安心できる安全なまちづくりを目指します。
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防火・防災体制の状況について
　全体では「満足」「やや満足」が88.2%、「やや
不満」「不満」が7.3%となりました。
　年代別にみると、「20・30代」の満足度が
94.8%と最も高く、次いで「60代以上」が
88.8%、「40･50代」が86.2%となっています。

交通安全の推進状況について
　全体では「満足」「やや満足」が86.4%、「やや
不満」「不満」が9.1%となりました。
　年代別にみると、「20・30代」の満足度が
90.9%と最も高く、次いで「60代以上」が87.6%、
「40･50代」が83.9%となっています。

青少年健全育成・防犯の推進状況について
　全体では「満足」「やや満足」が87.4%、「やや
不満」「不満」が9.1%となりました。
　年代別にみると、「20・30代」の満足度が
92.2%と最も高く、次いで「40･50代」が90.8%、
「60代以上」が84.1%となっています。

町民主体のまちをめざして
　各種施策を進めるためには、町民の皆さんに信頼され、親しみのある行財政運営を推進することが大切です。
まちづくり主体は、町民です。町ができること、地域ができること、自分ができることをそれぞれの立場で展開する町
民主体のまちづくりを目指します。
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行財政運営状況について
　全体では「満足」「やや満足」が79.2%、「やや
不満」「不満」が13.7%となりました。
　年代別にみると、「20・30代」の満足度が
87.0%と最も高く、次いで「60代以上」が80.7%、
「40･50代」が75.3%となっています。

住民参加の推進状況について
　全体では「満足」「やや満足」が88.4%、「やや
不満」「不満」が5.5%となりました。
　年代別にみると、「20・30代」の満足度が
96.1%と最も高く、次いで「40･50代」が88.5%、
「60代以上」が86.7%となっています。

情報化の推進状況について
　全体では「満足」「やや満足」が86.2%、「やや
不満」「不満」が7.9%となりました。
　年代別にみると、「20・30代」の満足度が
90.9%と最も高く、次いで「40･50代」が87.9%、
「60代以上」が84.5%となっています。
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農林業の振興状況について
　全体では「満足」「やや満足」が
80.4%、「やや不満」「不満」が13.5%
となりました。
　年代別にみると、「20・30代」の
満足度が88.3%と高く、次いで
「40･50代」が80.5%、「60代以上」が
78.5%となっています。

工業の振興状況について
　全体では「満足」「やや満足」が
68.6%、「やや不満」「不満」が24.0%
となりました。
　年代別にみると、「20・30代」の
満足度が79.2%、次いで「60代以
上」が67.4%、「40･50代」が66.7%と
なっています。

商業の振興状況について
　全体では「満足」「やや満足」が
69.9%、「やや不満」「不満」が22.8%
となりました。
　年代別にみると、「20・30代」の
満足度が79.2%、次いで「40･50代」
が72.4%、「60代以上」が65.2%と
なっています。

労働・雇用対策の推進状況
について

　全体では「満足」「やや満足」が
64.8%、「やや不満」「不満」が27.7%
となりました。
　年代別にみると、「20・30代」の
満足度が67.5%、次いで「60代以
上」が65.2%、「40･50代」が63.8%と
なっています。

役場（六郷庁舎）企画財政課　企画財政班　10187（84）4901
問い
合わせ


