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平成 25 年度 第 2 回市政インターネットモニター調査結果 

「暮らしの便利帳」に関するアンケート 

    

■■■■アンケートアンケートアンケートアンケート実施期間実施期間実施期間実施期間    平成平成平成平成 25252525 年年年年 10101010 月月月月 8888 日日日日（（（（火火火火曜日曜日曜日曜日）～）～）～）～平成平成平成平成 25252525 年年年年 10101010 月月月月 21212121 日日日日（（（（月月月月曜曜曜曜

日日日日））））    

    

■■■■回答率回答率回答率回答率    50.950.950.950.9％（％（％（％（27272727 人人人人/53/53/53/53 人中人中人中人中））））    

性別 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70歳代以上 

男性 1 7 1 2 1 2 

女性 2 8 3    

合計 3 15 4 2 1 2 

 

■■■■調査調査調査調査のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

    北名古屋市では、今年 6月に「北名古屋市暮らしの便利帳」を発行し、7月初旬に

全世帯に配布しました。この便利帳は官民共同事業の 1つとして、市内の事業所様か

ら募った広告料のみで発行したもので、地域の情報や各種行政サービス等を掲載して

います。今後こうした出版物を継続して作成していくべきか、また作成するとすれば

どのような形で、どのような内容を掲載するべきかを現在検討しています。つきまし

ては、インターネットモニターの皆さまの意見を伺いたく、アンケートを実施いたし

ました。 

■■■■アンケートアンケートアンケートアンケート調査結果調査結果調査結果調査結果    

    

問問問問 1111    ごごごご自宅自宅自宅自宅にににに「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの便利帳便利帳便利帳便利帳」」」」はははは届届届届きましたかきましたかきましたかきましたか？（？（？（？（1111 つつつつ選択選択選択選択））））    

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 届いた 20 

② 届いたかどうかわからない 4 

③ 届いていない 0 

④ 市外在住 2 

その他 

回答なし（１） 

    

※※※※以下以下以下以下のののの問問問問 2222 からからからから問問問問 6666 まではまではまではまでは、、、、問問問問 1111 でででで「「「「届届届届いたいたいたいた」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした 20202020 名名名名のののの回答回答回答回答をまとめていをまとめていをまとめていをまとめてい

ますますますます。。。。    

        

①（77％） 

②（15％） 

④（8％） 
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問問問問２２２２    「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの便利帳便利帳便利帳便利帳」」」」にどのにどのにどのにどの程度目程度目程度目程度目をををを通通通通しましたかしましたかしましたかしましたか？（？（？（？（1111 つつつつ選択選択選択選択））））    

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全ページに目を通した 8 

②一部のページに目を通した 6 

③パラパラとめくった程度 6 

④全く目を通していない 0 

その他 

・ざっと全ページに目を通した程度 

    

    

問問問問 3333    現在現在現在現在、、、、「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの便利帳便利帳便利帳便利帳」」」」はどのようにはどのようにはどのようにはどのように保管保管保管保管してありますかしてありますかしてありますかしてありますか？（？（？（？（1111 つつつつ選択選択選択選択））））    

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いつでも確認できる場所に

保管してある 
17 

②自宅にはあるが、どこにある

かわからない 
3 

③自宅にない（捨てた、譲った

など） 
0 

その他 

・市政のことがこれ一冊で解るので、すぐわかるところに置いてある。 

    

    

問問問問 4444    今回発行今回発行今回発行今回発行したしたしたした「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの便利帳便利帳便利帳便利帳」」」」についてごについてごについてごについてご自身自身自身自身のののの評価評価評価評価をしてくださいをしてくださいをしてくださいをしてください。（。（。（。（1111 つつつつ選択選択選択選択））））    

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とても良い 5 

②良い 12 

③どちらでもない 1 

④悪い 1 

⑤とても悪い 1 

    

        

①（40％） 

②（30％） 

③（40％） 

①（85％） 

②（15％） 

①（25％） 

②（60％） 

③（5％） 

④（5％） 

⑤（5％） 
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問問問問 5555    問問問問 4444 でででで回答回答回答回答したしたしたした理由理由理由理由をををを記述記述記述記述してくださいしてくださいしてくださいしてください。（。（。（。（自由自由自由自由回答回答回答回答：：：：400400400400 字以内字以内字以内字以内））））    

①①①①「「「「とてもとてもとてもとても良良良良いいいい」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした方方方方（（（（5555 名名名名））））のののの理由理由理由理由    

・イラスト入りで解りやすい。カラーが豊富に使われており、親しみやすい感じがする。これ一冊あれば

市政のことがほとんど記載されているので、いちいち市役所に問い合わせしなくても済みそうだ。 

・北名古屋市に在住しながら、地域情報から始まり、知らないことがたくさんあり、改めて教えられたと

いう感じです。INDEX もあり、読みやすいです。 

・一冊に情報がまとめられ、非常にいいと思います。 

・全面カラーで見やすい。索引や内容がしっかりしており、雑誌のように、見ていて飽きない。野外彫刻

など、いままで気にはなっていたが、よく知らなかったものなどが掲載されており、面白く感じた。 

・暮らしに必要な連絡先等がまとめてありとても便利である。 

    

②②②②「「「「良良良良いいいい」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした方方方方（（（（12121212 名名名名））））のののの理由理由理由理由    

・市のホームページを確認すればでてくる内容ではありますが、忘れがちな子育てに関する情報を手軽に

確認できるのは助かります。 

・興味のあるところしか見ていませんが、いろいろと細かく載っていて便利に思います。 

・市内のいろんな店の情報が載っていて楽しかった。 

・調べたいときにネットを使う手間が省けるから。 

・子育て関係の情報が集約されているので便利だと感じました。 

・電子ブック版も発行されており、いざというときに見やすい。 

・これだけの内容が掲載されていれば、ある程度の事ならこの冊子を見れば解決できるので、あった方が

いいです。 

・見たい項目がすぐに探し出せるところがいい。 

・知りたいことなどが載っている。ごみの事など。 

・こういった冊子があると便利。いざという時に活用できる。 

・分かりやすくまとめられているが、広告が多い気がする。 

・今までこのような冊子がなかったので、ちょっと知りたいなと思う情報がすぐに調べられ便利。 

    

③③③③「「「「どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした方方方方（（（（1111 名名名名））））のののの理由理由理由理由    

・基本的には調べる事項があれば市のＨＰなどで調べるので使用はしないが、数年に一度くらいの頻度で

発行するのは良いのではないかと思ったっため。 

    

④④④④「「「「悪悪悪悪いいいい」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした方方方方（（（（1111 名名名名））））のののの理由理由理由理由    

・便利帳のフォーマットがほとんど他の市町村と同じ。稲沢、小牧と比較しました。あと、見辛い！！ 

    

⑤⑤⑤⑤「「「「とてもとてもとてもとても悪悪悪悪いいいい」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした方方方方（（（（1111 名名名名））））のののの理由理由理由理由    

・市の広報などの配布物やＨＰに載っていそうな内容およびネットで検索すれば得られそうな情報で、あ

えて印刷されたものが必要ない。    
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問問問問 6666    今回発行今回発行今回発行今回発行したしたしたした「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの便利帳便利帳便利帳便利帳」」」」についてについてについてについて周囲周囲周囲周囲（（（（ごごごご家族家族家族家族・・・・友人等友人等友人等友人等））））のののの評価評価評価評価はいかがですかはいかがですかはいかがですかはいかがですか？（？（？（？（1111

つつつつ選択選択選択選択））））    

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良い評価を聞いている 4 

②悪い評価を聞いている 1 

③良い評価と悪い評価をどち

らも聞いている 
0 

④特に評価を聞いていない 15 

その他 

・必要とは思わず、すぐに処分したという世帯がかなりあります。 

 

※※※※以下以下以下以下のののの問問問問 7777 からはからはからはからは問問問問 1111 のののの回答内容回答内容回答内容回答内容にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、すべてのすべてのすべてのすべての回答者回答者回答者回答者（（（（27272727 名名名名））））のののの回答回答回答回答をまをまをまをま

とめていますとめていますとめていますとめています。。。。    

問問問問 7777    「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの便利帳便利帳便利帳便利帳」」」」のののの中中中中でででで役立役立役立役立つとつとつとつと思思思思ったったったった又又又又はははは興味関心興味関心興味関心興味関心のののの湧湧湧湧いたページはどれですかいたページはどれですかいたページはどれですかいたページはどれですか？（？（？（？（複数複数複数複数

選択可選択可選択可選択可））））    

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北名古屋市の紹介（P6～P36） 10 

②防災・消防・救急（P38～P45） 10 

③暮らしの相談（P46～P47） 5 

④住民票・戸籍・印鑑登録（P48～P51） 8 

⑤税金（P52～P53） 7 

⑥国民健康保険（P54～P55） 5 

⑦子ども・教育（P56～P65） 10 

⑧後期高齢者医療・福祉医療（P66～P67） 6 

⑨健康・福祉（P68～P81） 5 

⑩ごみ・生活環境・上下水道（P82～P90） 10 

⑪市民活動・男女共同参画（P91） 3 

⑫文化・生涯学習（P92～P95） 7 

⑬仕事・産業（P96～P97） 5 

⑭広報・広聴・議会・選挙（P98～P99） 3 

⑮きたバスガイド（P100） 3 

⑯テレフォンガイド（P101～P102） 3 

⑰生活ガイド（P103～P127） 7 

⑱特にない 2 

 

  

0 5 10 15

⑱

⑰

⑯

⑮

⑭

⑬

⑫

⑪

⑩

⑨

⑧

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

①（20％） 

②（5％） 

④（75％） 
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問問問問 8888    「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの便利帳便利帳便利帳便利帳」」」」についてについてについてについて、、、、こうしたほうがよいというこうしたほうがよいというこうしたほうがよいというこうしたほうがよいという改善点改善点改善点改善点があればがあればがあればがあれば記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

（（（（自由自由自由自由回答回答回答回答：：：：600600600600 字以内字以内字以内字以内））））    

・字がやや小さく高齢者には読みづらいのではないかと思う。広告と市政の記述の境目がなく違和感を覚

える（広告を出す企業にとっては有利）。「地震に備える」の対策内容に避難する時にはブレーカーを切

ることは、火災対策で重要なことであり記載すべきと考える。 

・ペット関連ですが、動物病院の情報も掲載されているとありがたいと思いました。 

・仕方のない部分はあると思うが、「広告」がうるさい。便利帳の記事を読みたいのであって、広告を見

たいわけじゃない。 

・手帳サイズのコンパクトなものが欲しいですね。内容も絞り込んで、防災、きたバス、暮らしの相談、

テレホンガイドとかで。 

・特に思いつきません。満足です。 

・毎年、更新で配布して欲しい。 

・特にない。満足。 

・特になし。 

・便利で助かっています。長期保管するものではないので、紙質や印刷はもう少し費用を抑えてもいいと

思いました。 

・生活ガイドの北名古屋のグルメの部分をもう少し増やしてほしいと思いました。あと、最後の方に 50

音順で順番にキーワードを並べた索引ページがあるともっと調べやすくなると思いました。 

・ハンドブックサイズがいい。 

・とくになし。 

・色使いが悪く、見辛い。広告の使い方が惜しい。必要なところに無くて、要らないところにあったりす

る事が多々見受けられる。 

・電子版もあるのは、今回のアンケートで初めて知った。冊子だと、行方不明になったり、ゴミになって

しまうので、電子版があるなら、それだけでもいいと思う(または、冊子版に、電子版もあることを記載

してほしい。その場合、電子版の URL や QR コードを記載したカードが挟み込まれていれば、冊子を廃棄

する場合でもカードのみとっておけば、いつでも電子版にアクセスできて便利だと思う)。せっかくの電

子版なのに、検索機能はないのでしょうか？調べたいことを検索できないのは不便です。 

・使いやすさについては、今日初めて電子書籍を開いてみましたが、使い方を見なくても、抵抗なく操作

ができました。しいて言うなら、目的とした内容のページにすぐに移動できるようなシステムなら非常に

良いと思います。たとえば文字を入力して知りたいページにすぐ移動できる操作ができるとベスト化と思

います。これをＷＥＢ検索機能というのでしょうか？私は団塊の世代ですが、電子書籍版味方に抵抗感は

ありませんでしたよ。 

・PC でざーっと「暮らしの便利帳」を見ましたが、私のこれまで経験的常識で判断して多分大きな間違

いもなく暮らしができると思います。ただし、理解できない場合とか、疑問に思った場合には積極的に市

役所の担当課窓口を訪ね教えを乞います。ざーっと見た感じで申し訳ございませんが、個性的な広告が多

くて読みづらく見づらい感じがします。 

・水害マップはありますが、地盤の弱い場所のマップを掲載してほしい。また、市内放送のスピーカーの

設置場所を掲載してほしい。 

・便利ではあるが、広告が多すぎると思う。読みづらい。広告の割合や広告の入れ方を考えてほしい。広

告をとらなければ発行できないのであれば、市政だよりの一月分をこうした情報誌にすればいいのではな
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いだろうか。 

・やめて、市の広報やＨＰの充実に努めるべき。 

・特になし。 

・便利帳のサイズを半分くらいの大きさにしてページ数を増やしてもらったほうが使いやすい。今後も発

行予定なら、紙の品質をさげてもよいと思う。    

 

問問問問 9999    市市市市ではではではでは、、、、今後今後今後今後もももも「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの便利帳便利帳便利帳便利帳」」」」またはまたはまたはまたは「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの便利帳便利帳便利帳便利帳にににに準準準準ずるずるずるずる出版物出版物出版物出版物」」」」をををを継続継続継続継続してしてしてして出版出版出版出版

することのすることのすることのすることの検討検討検討検討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。。。。今後今後今後今後こうしたこうしたこうしたこうした出版物出版物出版物出版物のののの発行発行発行発行をををを希望希望希望希望しますかしますかしますかしますか？（？（？（？（１１１１つつつつ選択選択選択選択））））    

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発行を希望する 8 

②広告料のみで発行費用を賄え

るのであれば発行を希望する 
14 

③発行を希望しない 2 

④どちらでもない 3 

その他 

・広告がなくなり、読みやすくなるのであれば希望。 

・これを発行することにより、市民が市政に関心を持ってもらえる可能性があり、市民がいちいち

役所に問合せる必要がなくなり、役所も時間の節約（問い合わせ対応）になると考える。 

・電子版のみでもよいと思う。    

 

問問問問 10101010    問問問問 9999 でででで回答回答回答回答したしたしたした理由理由理由理由をををを記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください（（（（自由回答自由回答自由回答自由回答：：：：400400400400 字以内字以内字以内字以内））））    

「「「「発行発行発行発行をををを希望希望希望希望するするするする」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方（（（（8888 名名名名））））のののの意見意見意見意見    

・ネット環境のいらない紙媒体の情報は、災害時などにも制限なく閲覧できますので必要と感じます。 

・あれば便利だから。 

・便利に使えるので、継続してほしい。 

・イベント情報、体育館の予約、マラソンの申請、これまで市役所に足を運ばなければできないことが、

自宅の PC からできるようになれば、非常に便利だと思います。 

・ごみや街の事など、知りたいことが常にあるから。 

・紙のほうがぱっと見やすいので。 

・最新の情報に書き換えていってほしい。業者も数年すると倒産している場合があるから常に最新情報を

掲載してほしい。 

・必要なときに、すぐ調べられるように、情報を手元に置いておきたいから。 

 

「「「「発行発行発行発行をををを希望希望希望希望しないしないしないしない」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方（（（（2222 名名名名））））のののの意見意見意見意見    

・広告料のみで発行費用を賄えると言っても、市の担当者の人件費などまで負担しているわけではないと

思うのですが。 

①（30％） 

②（52％） 

③（7％） 

④（11％） 
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・便利だと思うけど、ホームページで見ればいい気もするので。 

 

「「「「広告料広告料広告料広告料のみでのみでのみでのみで発行費用発行費用発行費用発行費用をををを賄賄賄賄えるのであればえるのであればえるのであればえるのであれば発行発行発行発行をををを希望希望希望希望するするするする」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方（（（（14141414 名名名名））））のののの意見意見意見意見    

・便利帳を発行することにより、市民が市政に関心を持ってもらえる可能性がある。市民がいちいち役所

に問い合わせることが少なくなり、役所もその分時間の節約になるものと考える。 

・内容を最新のもので提供して欲しいので。 

・1年に１回 内容も多少変わりますので、広告料のみで発行が可能ならお願いしたいです。 

・この一冊で十分だと思います。 

・財政で出来る範囲で。 

・わざわざ税金を投入してまで作製する必要はないが、広告料でまかなえるのであれば、継続してもよい

のではないか。 

・ないよりは、あったほうがいいし、企業の宣伝になり、市は活性化する。 

・インターネットで調べれば済むことなのでわざわざコストをかけて配布する必要はないと思います（お

年寄り向けには必要かもしれませんが）。なくても構いませんが、あれば便利なので広告料のみで費用を

まかなえるのであれば発行してもらえるとありがたいです。 

・全体的に見やすく、わかりやすいので、発行を続けてほしいです。しかし、広告料の範囲を超えて発行

するほどではないのかなと思いました。 

・発行は希望するが、広告料のみで賄ってほしい。広告料がどのくらいなのかは分からないが、各事業所

の大きな負担にならない程度で・・・ 

・金がかかるなら、希望者だけに配るとかでいいと思う。それか有料配布とか。毎年出されるのは予算が

心配なので止めてほしい（広告費で賄えるのならいいけど）。 

・地元企業やライター、デザイナーを有効活用したものであれば、発行する事は良いと思いますが、便利

帳業者に丸投げするのはどうかと思います。 

・有料では買わない(結局はネットで調べれば分ることが大部分のため)。手元に 1冊あると、北名古屋の

ことをよく知ることができて、大変便利だと思う。 

・今回の便利帳の情報の多くは市役所に問い合わせたり、広報で得ることが出来る。なので便利帳があれ

ば便利だが、税金を使って発行するなら、他のことに使ってほしい。 

 

「「「「どちらでもないどちらでもないどちらでもないどちらでもない」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方（（（（3333 名名名名））））のののの意見意見意見意見    

・広告の見せ方と市税の使い方次第。 

・問 8で記述したような思いですので、必要と思う方々が多いようでしたら発行されたら良いのではない

ですか。私は PC で検索して調べ、納得が出来ない場合は市役所の窓口を訪ねます。 

・問８と問９に同じ。 
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問問問問 11111111    「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの便利帳便利帳便利帳便利帳」」」」についてについてについてについて自由自由自由自由にににに意見意見意見意見をごをごをごを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（（（（自由回答自由回答自由回答自由回答：：：：600600600600 字以内字以内字以内字以内））））    

・市民協働の課ができて成果が少しずつでてきているが、この「暮らしの便利帳」は市民協働のヒット作

と言えると思う。 

・便利帳の製作にあたって、市民へのアンケートなどは実施されたんでしょうか。今後、より良い情報源

として活用されるようになることを願います。 

・最初見たときは、全く関心がなくスルーしてしまった。でも、後から何気なく見てみると 役立つ内容

が満載でした。気になるのは、ホームページ同様に内容の新鮮さですね。常に、更新していかないといけ

ないと感じます。「暮らしの便利帳」なので。 

・とても良いと思います。 

・北名古屋市に在住する以上いろんな場面で活用をさせていただきます。１冊あると ほんと便利ですね。 

・読んでいるだけで楽しい。すごく子育て世代には、役立つので見えるところにあるが年配の家族とかは、

しまい込んでしまっている。 

・特に問題はないと思うので現状のままでよいと思う。 

・すぐわかるところに置いておくといざというときに便利なので発行されて嬉しい。 

・他は特にありません。 

・内容については改正されることも多いと思うので、発行するのであれば、１回限りではなく定期的に発

行してほしいです。 

・少しでも安くできるなら、カラーの部分を少なくしてもいい。 

・北名古屋市の紹介部分の写真も下手なら文章も微妙です。これはどなたがやられたんでしょうか？全体

としては悪くない媒体だとは思いますが、必要か？と言われれば、特に必要とはならないと思います。あ

と、発行の時期が悪すぎます。ゴミ集配スケジュールのポスターや街の地図の配布が春なので、それに合

わせて発行すればよかったのでは？今回の便利帳にどれだけの予算を投入したか、きちんと発表してくだ

さいね。 

・過去に北名古屋のできごとが中日新聞等に掲載された内容の紹介や転載があってもいいと思う。お店の

クーポン券がついているとうれしい。 

・これまで、配布された広報や市役所から配布されたいろいろな広告、あまり見てなかったように思いま

す。申し訳ありませんでした。でも広報や暮らしの便利帳などがいつでも手軽に気が向いたときに、PC

で閲覧できるようになれば、町の仕組みなどについて興味を持ち参加できるようになるような気がいたし

ます。 

・北名古屋のことについて知るためにも役に立っています。 

・特記事項なし 

・下水道の設置終了地図とかも掲載してほしい。それに関連する業者を掲載してほしい。 

・情報弱者のためにも、こうした冊子などの作成配布は必要だと思います。また、いざという時にもこの

冊子を見れば大丈夫と思える冊子を希望します。 

・電子書籍の事は知りませんでした。毎日次のものが出るわけでもないし、一年に１回程度であれば発行

されるまでの間に情報がどんどん古くなっていくと思われ、市の広報やＨＰの方が事態の変化に対応した

ことを周知しやすいと思います。 

・広告があるので仕方ないかもしれないが、もっと薄くて小さいものの方が良い気がします。 

・上記に書いた通りです。広告料で発行して、配布していただけるなら助かりますが、今回のものは広告

の量が本当に多いですね。これがこの冊子を手にした最初の感想です。 
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■担当課より 

 このたびは、ご多忙中にもかかわらず、市政インターネットモニターアンケートにご協力いただき、

ありがとうございました。 

このたびアンケート調査させていただいた「暮らしの便利帳」については、近隣の多くの自治体で

も発行されているもので、本市でも今年度初めて発行いたしました。初めての試みでしたので、市民

の皆さまからの率直な感想を伺いたくモニター制度を利用させていただきました。皆さまから頂いた

貴重な意見を参考にし、今後の事業展開を検討してまいります。また、あわせて市の主力の広報媒体

である「広報北名古屋」と北名古屋市ホームページの充実を図ってまいります。 

 今後とも、ご意見・ご感想をお待ちしておりますので、ご協力を宜しくお願いいたします。 


