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平成２１年度 第 1 回市政インターネットモニター調査結果 

「市政情報」についてのアンケート 

■■■■アンケートアンケートアンケートアンケート実施実施実施実施期間期間期間期間    平成平成平成平成 21212121 年年年年 5555 月月月月 29292929 日日日日（（（（金曜日金曜日金曜日金曜日）～）～）～）～6666 月月月月 14141414 日日日日（（（（日曜日日曜日日曜日日曜日））））    

■■■■回答率回答率回答率回答率    97979797％（％（％（％（33333333 人人人人/34/34/34/34 人中人中人中人中））））    

■■■■調査調査調査調査のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

 市では、市民の皆さんに市政をより身近に感じてもらうため、市政に関する情報を、さまざまな

広報媒体を通じて、効率的に提供するよう努めています。 

 市政に関する情報を市民の皆さんにわかりやすく提供し、誰でも気軽に問い合わせができ、ま

た、市政に参加しやすい行政運営を進め、「開かれた市政」の参考とするため、皆さんと市政情

報との関わりについてお尋ねしました。 

  

問問問問１１１１    あなたはあなたはあなたはあなたは「「「「市政市政市政市政にににに関関関関するするするする情報情報情報情報」」」」をををを、、、、どのようなどのようなどのようなどのような媒体媒体媒体媒体からからからから入手入手入手入手しますかしますかしますかしますか？？？？    

選択項目選択項目選択項目選択項目    回答数回答数回答数回答数    

１ 広報「北名古屋」 32 

２ 市ホームページ 21 

３ 自治会の回覧板や広報板（掲示板） 12 

４ 地域や人的コミュニケーション 8 

広報
44%

3
16%

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
29%

4
11%

    

５ その他の意見等 

・市政モニター、市議会モニター、ロードサービス等の活動をすることにより、広報誌を見るように

なり、また、市役所を訪ねるようになり、市政に関する情報を入手するようになった。市民と協働

で市政を行っていくうえで、市当局の広報活動は十分であるとは思えません。市民が参加できる

きっかけ作りが必要と考える。（60 代男性） 

・役所やもえの丘のパンフレット（60 代女性） 
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問問問問２２２２    「「「「北名古屋市定額給付金北名古屋市定額給付金北名古屋市定額給付金北名古屋市定額給付金のののの受付開始受付開始受付開始受付開始」」」」のののの情報情報情報情報をををを、、、、どこでどこでどこでどこで知知知知りましたかりましたかりましたかりましたか？？？？    

選択項目選択項目選択項目選択項目    回答数回答数回答数回答数    

１ 広報「北名古屋」 19 

２ 市ホームページ 7 

３ 地域や人的コミュニケーション 3 

４ 通知書が届いてから知った 12 

通知書が届い

てから知った

29%

3
7% ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

17%

広報
47%

    

５ その他の意見等 

・思ったよりも支給時期が早かったのでよい。（40 代男性） 

・事前に市役所に電話をした。（40 代女性） 

・一緒に住んでいる母親からしりました。 広報『北名古屋』は有益な情報が多いことは知ってい

ます。通常母親か妻が読んでおり、運が良いとたまに私のところまで届きます。どのタイミングで

発行されているのかは知りません。（30 代男性） 

 

問問問問３３３３    市政市政市政市政にににに対対対対するごするごするごするご意見意見意見意見やおやおやおやお問問問問いいいい合合合合わせのわせのわせのわせの方法方法方法方法としてとしてとしてとして、、、、市役所市役所市役所市役所やややや各施設各施設各施設各施設にはにはにはには「「「「ごごごご意見箱意見箱意見箱意見箱」」」」をををを、、、、ホームペーホームペーホームペーホームペー

ジジジジにはにはにはには「「「「ごごごご意見意見意見意見・・・・ごごごご質問質問質問質問」」」」のののの問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせメールメールメールメールをををを開設開設開設開設していますしていますしていますしています。。。。    

あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、市役所市役所市役所市役所へごへごへごへご意見意見意見意見やややや問問問問いいいい合合合合わせをしたことがありますかわせをしたことがありますかわせをしたことがありますかわせをしたことがありますか????    

選択項目選択項目選択項目選択項目    回回回回答数答数答数答数    

１ 「ご意見箱」を利用したことがある 2 

２ ホームページの「ご意見・ご質問」の問

い合わせメールを利用したことがある 
3 

３ 市役所に行き、問い合わせをしたこと

がある 
7 

４ 電話または手紙で、問い合わせをした

ことがある 
8 

５ 市役所に問い合わせをしたことがない 19 

19

8

7

3

2

0 5 10 15 20
    

６ その他の意見等 

・市役所の窓口対応が全体的にレベル低い。民間企業なら倉庫番ぐらいしか使えないことを認識

するべきだと思う。税金のムダ遣いにしかならないので、嫌なら辞めれば良いと思う。（30 代男

性） 
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問問問問４４４４    市役所市役所市役所市役所（（（（東東東東・・・・西西西西））））のののの１１１１階階階階にはにはにはには、、、、だれでもだれでもだれでもだれでも自由自由自由自由にににに、、、、市市市市のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな行政資料行政資料行政資料行政資料のののの閲覧閲覧閲覧閲覧ができるができるができるができる「「「「行政情報行政情報行政情報行政情報コーコーコーコー

ナーナーナーナー」」」」をををを設置設置設置設置していますしていますしていますしています。。。。    

「「「「行政情報行政情報行政情報行政情報コーナーコーナーコーナーコーナー」」」」についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

選択項目選択項目選択項目選択項目    回答数回答数回答数回答数    

１ 利用して閲覧したことがある 3 

２ あることは知っていたが、利用したことはない 13 

３ あることを知らなかった 17 

3あること

を知らな
かった

52%
2

39%

1
9%

    

４ その他の意見等 

・行政の情報が十分されているか、一度、時間をかけて資料を閲覧してみようと思う。（60 代男

性） 

・行政情報コーナーの名前が堅すぎて興味が湧かない人が大半だと思う。「だれでも自由に」のコ

ンセプトを考慮したネーミングに直した方がいいと思う。（30 代男性） 

・以前は求人やｱﾙﾊﾞｲﾄ情報も設置されてましたが今後是非再設して欲しいです。派遣切り等で

離職した人も増えている昨今なので！！（60 代男性） 

 

 問問問問５５５５    北名古屋市北名古屋市北名古屋市北名古屋市のののの将来将来将来将来のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの指針指針指針指針であるであるであるである「「「「総合計画総合計画総合計画総合計画」」」」がががが、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年３３３３月月月月にできましたにできましたにできましたにできました。。。。    

「「「「総合計画総合計画総合計画総合計画」」」」についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

選択項目選択項目選択項目選択項目    回答数回答数回答数回答数    

１ 「総合計画」がどのようなものか知っている 1 

２ 「総合計画」自体がどのようなものか知らない 19 

３ 「総合計画」の市民説明会に参加した 1 

４ 平成２０年４月号広報「北名古屋」折込みの「概

要版」を見た 
13 

13

1

19

1

0 10 20

    

５ その他の意見等 

・計画が総花的で、10 年間で実行できるとはとても思えない。また、計画に現実的でない ものも

あり、現場を知らないものが机上で考えたとしか思えない項目もある。（60 代男性） 

・今まで知らなかったので今回ﾈｯﾄで見て概要は分かりましたが具体的な実施案がはっきりされ

てません。今後具現化願います。下水道管の埋設時期についてもいつになるのか地域別に明

確化されてません。私は鹿田坂巻に在住してますが下水道の使用可時期が分かりません。（60

代男性） 

・「概要版」をみた 内容が抽象過ぎて分かりにくい。もっと具体的にどういう街になるのかイメージ
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できるものを提示してほしい。コンサルタントがつくった特色のないものに感じた。（40 代男性） 

  

 

問問問問６６６６    昨年昨年昨年昨年からからからから、、、、市内市内市内市内のののの公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等のののの見学見学見学見学をををを通通通通してしてしてして、、、、施設施設施設施設そのもののそのもののそのもののそのものの紹介紹介紹介紹介やややや事業内容事業内容事業内容事業内容をををを紹介紹介紹介紹介することによりすることによりすることによりすることにより、、、、

市政市政市政市政にににに対対対対するするするする関心関心関心関心をををを高高高高めていただくためめていただくためめていただくためめていただくため「「「「市内施設見学市内施設見学市内施設見学市内施設見学」」」」をををを開始開始開始開始しましたしましたしましたしました。。。。    

「「「「市内施設見学市内施設見学市内施設見学市内施設見学」」」」についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

選択項目選択項目選択項目選択項目    回答数回答数回答数回答数    

１ 「市内施設見学」が開始されたことを知って

いる 
5 

２ 「市内施設見学」が開始されたことを知らな

かった 
27 

３ 「市内施設見学」に参加した 0 

2
84%

1
16%

    

４ 「市内施設見学」についての意見等 

・市民が市内の施設について深く知ることができる場だと思いますので、いい取り組みだと思いま

す。（30 代男性） 

・このアンケートを通してしりました。大変興味があります。（30 代男性） 

・今回初めて知りましたが日頃見れない市内の企業見学を重点的にお願いできませんか。（60 代

男性） 

・良いことだと思うが、このために職員が多くの時間を取られることがないようにすべきである。

（60 代男性） 

 ※回答 未記入が１件。 
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問問問問７７７７    市市市市のののの基本的基本的基本的基本的なななな計画等計画等計画等計画等のののの策定策定策定策定にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、よりよいよりよいよりよいよりよい案案案案をををを作成作成作成作成するためするためするためするため素案素案素案素案のののの段階段階段階段階でででで内容内容内容内容をををを公表公表公表公表しししし、、、、市民市民市民市民のののの

皆皆皆皆さんからごさんからごさんからごさんからご意見意見意見意見をををを募集募集募集募集するするするする「「「「パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント（（（（市民意見提案市民意見提案市民意見提案市民意見提案）」）」）」）」制度制度制度制度がががが、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年１１１１１１１１月月月月からからからから実施実施実施実施されまされまされまされま

したしたしたした。。。。    

「「「「パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント」」」」についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

選択項目選択項目選択項目選択項目    回答数回答数回答数回答数    

１ 「パブリックコメント」が開始されたことを知っ

ている 
6 

２ 「パブリックコメント」が開始されたことを知ら

なかった 
25 

３ 平成２０年度に実施された「都市計画マスタ

ープラン」や「福祉３計画のパブリックコメント」

の内容をホームページで見たことがある 

2 

４ 上記の「パブリックコメント」に、意見を提出

したことがある 
1 

1

2

25

6

0 10 20 30
    

５ 「パブリックコメント」についての意見等 

・「素案の段階で内容を公開」するという取り組みは、開かれた市制として評価できますし、市民

も、市がどのような計画を立てているのかがわかるため、非常にいい取り組みだと思います。

（30 代男性） 

・意見を提出したことがある コメントに対して回答をしないとなっているが、意見を出しても無反応

であれば、今後協力する人はいなくなるのではないか。（60 代男性） 
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問問問問８８８８    昨年昨年昨年昨年、、、、子子子子どもからどもからどもからどもから高齢者高齢者高齢者高齢者のののの方方方方々々々々までまでまでまで、、、、幅広幅広幅広幅広くくくく親親親親しんでもらえることをしんでもらえることをしんでもらえることをしんでもらえることを目指目指目指目指しししし「「「「北名古屋音頭北名古屋音頭北名古屋音頭北名古屋音頭」」」」ができましができましができましができまし

たたたた。「。「。「。「北名古屋音頭北名古屋音頭北名古屋音頭北名古屋音頭」」」」についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

選択項目選択項目選択項目選択項目    回答数回答数回答数回答数    

１ 「北名古屋音頭」ができたことを知っ

ている 
22 

２ 「北名古屋音頭」ができたことを知ら

なかった 
7 

３ 各地域で開催された「北名古屋音頭

練習会」や「夏まつり会場」等で音頭を

踊ったことがある 

6 

6

7

22

0 10 20 30

    

４ 「北名古屋音頭」についての意見等 

・せっかく尾崎亜美さんに作っていただいたので、町の遊ロードなどで毎日活気よく流されてはど

うでしょうか？（40 代女性） 

・なかなか耳にする機会がないので、ホームページ上で音楽と踊りを動画で見ることができるとい

いですね。著作権上の理由などでフルバージョンを配信することができないのであれば、サビの

部分だけでも聴けると嬉しいです。そうすることで馴染み深くなっていくのではと思います。（30

代女性） 

・一部の人が喜んでいるように思う。もっと自分のまちを自慢できることに力を注いでほしい。（お

金の無駄遣い）（40 代男性） 

・尾崎亜美さんの発表会ｺﾝｻｰﾄに行きました。踊りが難しすぎると思います。楽しく踊るというより

覚える方にばかり気をとられて、ぜんぜん楽しくありません。目が廻り気持ちが悪くなりました。

私だけでしようか。（60 代女性） 

・旧西春と旧師勝の 2 つの地区を 1 つにする、という取り組みではよかったと思いますが、歌詞や

ジャケットのイラストがちょっと残念に思いました。いずれも、もう少し大人っぽい内容でもよかっ

たと思います。（30 代男性） 

・子供がうたっているので知っています＾＾（30 代男性） 

・ＣＤは有るのですか？（60 代男性） 

・ホームページで視聴やダウンロード出来るなら聞いてみたい。（30 代男性） 
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問問問問９９９９    市市市市ではではではでは、、、、逼迫逼迫逼迫逼迫したしたしたした財政事情財政事情財政事情財政事情へのへのへのへの対応策対応策対応策対応策のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、広報紙広報紙広報紙広報紙ややややホームページホームページホームページホームページにににに「「「「有料広告事業有料広告事業有料広告事業有料広告事業」」」」をををを行行行行

っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた、、、、市役所市役所市役所市役所のののの市民課窓口等市民課窓口等市民課窓口等市民課窓口等ではではではでは「「「「広告入広告入広告入広告入りりりり窓口封筒窓口封筒窓口封筒窓口封筒」」」」をををを使用使用使用使用していますしていますしていますしています。。。。    

「「「「有料広告事業有料広告事業有料広告事業有料広告事業」「」「」「」「広告入広告入広告入広告入りりりり窓口封筒窓口封筒窓口封筒窓口封筒」」」」についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

選択項目選択項目選択項目選択項目    回答数回答数回答数回答数    

１ 広報紙やホームページの「有料広告

事業」が開始されたことを知っている  
15 

２ 広報紙やホームページの「有料広告

事業」が開始されたことを知らなかった  
14 

３ 「広告入り窓口封筒」が開始されたこと

を知っている 
6 

４ 直接市役所に出向く機会が少ないの

で、「広告入り窓口封筒」が開始されたこ

とを知らなかった 

8 

8

6

14

15

0 5 10 15 20

    

５ 「有料広告事業」「広告入り窓口封筒」についての意見等 

・「財政事情への対応策」という取り組みでは、やむをえない気もしますが、市のホームページに、

企業の広告があるのは、やはり違和感を感じます。広告料をたくさん出した企業に有利なホーム

ページにしたり、企業との癒着がないようにしていただければと思います。（30 代男性） 

・市の歳入増加のためには必要と考える。もっと、間口を広げることも必要である。（60 代男性） 

・財政が逼迫しているなら、白黒印刷にした方が良いと思う。その際には白黒でもカラー同様に見

やすい、わかり易い資料つくりが必要だと思う。（30 代男性） 

 

 

 

問問問問１０１０１０１０    「「「「市政情報市政情報市政情報市政情報」」」」のののの最最最最もももも身近身近身近身近なななな発信源発信源発信源発信源であるであるであるである「「「「広報広報広報広報」」」」やややや「「「「ホームページホームページホームページホームページ」」」」等等等等についてについてについてについて、、、、ごごごご意見等意見等意見等意見等がありましたがありましたがありましたがありました

らごらごらごらご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

広報広報広報広報にににに対対対対するするするする自由意見自由意見自由意見自由意見    

・６月の広報に子育て支援センターについて載っていましたが良い情報だと思いまし

た。現在幼稚園年長の長男が２歳前から支援センターこあらには通っています。 

・タイムリーな情報提供を今後もお願いしたい。特に当月上旬の情報は前月に掲載し

てもらえるといい。 

・とても見やすくて良いと思います。ただ、紙質などがとてもいいものなのでもう少し簡

素化してもいいのでは無いかと思います。読み終わって捨ててしまうのにとても勿体

なく感じます。 

・もう少し、余白を多くするなど、読みやすい紙面づくりをしてほしい 

・わかりやすい広報を望む 

30 代女性 

 

40 代男性 

 

30 代女性 

 

 

30 代男性 

60 代男性 
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・わかりやすく書いてあるので、今のままで満足しています。 

・挟んである冊子が多く、紙質が違って読みにくい。 

・広報は、インターネット環境（パソコンが使えない人も含む）がない人達にとっては、

唯一市政に関する情報を得る手段となります。ホームページと違い情報鮮度が悪い

ので、現在の月１回発行から月２回発行等への情報鮮度をあげる工夫が必要では

ないでしょうか。 

・広報は以前に比べて見やすく、楽しくなった。サンデーロードショーで上映される映画

名を書いてほしい 

・広報は配色もキレイで読みやすい 

・今回の質問に殆ど答えられませでした。今後はモニターを通じて市政を勉強したいと

思います。 

・今年度、アンケートをさせて頂く機会を得ましたので今後は広報を読むのが楽しみに

なります。 

・子育て、ボランティアの情報が豊富である。色々な助成金の制度も分りやすい。見や

すい。 

・小牧市や岩倉市は広報が月２回発行されているが、北名古屋も２回にしてほしい。 

・生涯学習講座に是非とも入れて欲しいものがあるのですがご検討の程宜しくお願い

します。 ・パソコン（特にワード、エクセル）のトレーニング 5、6 年前に入門編を受け

ましたがもう少し上の中級クラスのもの ・英会話海外旅行に行って日常会話が出来

る初級から中級クラス 

・赤ちゃんを持つママサークル、赤ちゃんの病院や病気など赤ちゃんについての特集

をしてほしいです。わからないことだらけで困っているので・・・。 

・年度途中で引っ越し転入して来た者にもわかり易い作り方をした方が良いと思う。北

名古屋市は名古屋市や一宮市のベッドタウンとして今後人口が増えていくと思うか

ら。 

・北名古屋の広報は他の市と比べると立派で良く出来ていると思います。  

・毎月楽しく見ています。わかりやすい内容ですし、デザインもいいと思います。ただ、

時々、広報以外にも、様々な団体の資料などが入っており、非常に分厚いときがあり

ますので、省資源化を心がけて頂き、概要のみを掲載して、詳細は HP 上に掲載した

り、詳細な資料は、市内の施設においておき、必要な人のみもって行くようにしてもい

いかと思います。 

・問 1 でもコメントしたが、市民と協働で市政を行っていくためには、市民が市政に関心

を持ってもらうことが不可欠である。このためには広報活動は非常に重要なものとな

る。今までの広報活動で十分とはとても言えない。広報誌にはもっとイラストを多く

し、見たくなるようにしてもらいたい。 

・有料広告事業をＰＲし、積極的に財政の一助を進めてほしい 

30 代女性 

40 代女性 

40 代男性 

 

 

 

60 代女性 

 

40 代女性 

60 代女性 

 

30 代男性 

 

30 代女性 

 

50 代女性 

60 代男性 

 

 

 

30 代女性 

 

30 代男性 

 

 

40 代女性 

30 代男性 

 

 

 

 

60 代男性 

 

 

 

50 代男性 
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ホームページホームページホームページホームページにににに対対対対するするするする自由意見自由意見自由意見自由意見    

・４月からグループ制から、部課制に変更されたのでどの課が何をするのか明確にし

て欲しい 

・シンプルで、整理されていて見やすいです。欲を言うと、時期的あるいは緊急的に注

目すべき情報（今なら、新型インフルエンザや定額給付金のこと、など）にはより早く

アクセスできるように、トップページに目立つバナーを置いて情報への入り口を目立

つようにしてほしいです。 

・ペ-ジもとてもきれいで見やすいです。ただ施設のペ-ジが説明だけで電話番号など

は別のペ-ジで見るのが不便です。 

・ホームページも見やすいし、情報も迅速である。 

・各課に対する問い合わせメールアドレスをわかり易く開示したら、もっと沢山の意見

が入ると思う。 

・携帯からも閲覧できたので助かったことがありました。若い世代も利用したくなるよう

な内容にしてもらいたいです。 

・見やすくていいと思います。 

・広報より魅力を感じない 

・広報と同じなので広報をゆっくり見たほうが年寄りには見やすい 

・今までは何か調べたい時ぐらいしか開きませんでしたが、今後は、＜お気に入り＞

にいれて頻繁に開こうと思ってます。   

・子供が小学校に通いはじめました。ホームページで所在場所はわかりますがそこか

ら小学校のホームページも閲覧できるといいと思いました。  

・市政モニターに参加するために始めてホームページを開いた。中高年は機械に相対

的に弱く、もっと簡単に使いやすくしてもらえたらいいと思う。 

・市内の学校関係の情報が全く掲載されて無いと思うのですが、市内の小中高学校

の簡単な紹介があれば進学する児童や家族は助かるのではないかと思います。広

報で紹介するのも良いと思います。 

・新着情報や、トピックスが、ホームページの最初のほうにあり、分かりやすくていいと

思います。配色やデザインも大変よく、作製者のセンスの良さを感じます。  

・迅速に掲載してほしい。 日常の情報＋当市を知らない人に教える内容の掲載がある

といい。 

・正直なところこれまであまりホームページを見たことがありませんでした。みるきっか

けとしては、出産や補助金関係の確認などです。 そういったきっかけを通してでも、

ほかの記載内容に興味深いことが記載されていたら見る機会が増えると思います。 

・知りたいときに必要な情報が載っているので、今のままで満足です。使いやすくまと

まっているので、見やすいです。よく見るようになりました。 

・知りたい情報を検索すると、的を得た検索画面がでてこない。わかりやすくして欲し

い。 

60 代男性 

 

30 代女性 

 

 

 

30 代女性 

 

30 代女性 

30 代男性 

 

20 代女性 

 

30 代女性 

40 代女性 

60 代女性 

60 代女性 

 

40 代女性 

 

60 代男性 

 

60 代男性 

 

 

30 代男性 

 

40 代男性 

 

30 代男性 

 

 

30 代女性 

 

30 代女性 
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・内容が変わったことが判りにくい。 

・分りやすい質問と回答しやすいレイアウトになっており非常に良い 

・北名古屋市のホームページでも健康ドームの詳しい情報があるといいです。特に子

育て支援室が貸切の時にわざわざ電話で聞かなくてもホームページで確認できれば

ありがたいし支援室で行われるイベントも掲載されていれば参加しやすいので。 

 

40 代女性 

50 代男性 

30 代女性 

 

 


