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平成 26年度 第 3回市政インターネットモニター調査結果 

「インターネットモニター制度」についてのアンケート 

■アンケート実施期間 平成 26年 12月 26日（金曜日）～平成 27年 1月 15日（木曜日） 

 

■回答率 53.7％（29人/54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 0 4 3 1 1 3 

女性 1 6 6 4 0 0 

合計 1 10 9 5 1 3 

 

■調査の趣旨 

北名古屋市では平成２１年より「市政インターネットモニター制度」を採用し、市の施策や諸

課題に関して、モニターの皆さまにアンケートへの回答をお願いしてまいりました。モニターの

皆さまから忌憚なきご意見を伺うことができ、業務の改善等に向けての検討資料として参考にさ

せていただいております。 

 一方で、世論調査のデータを統計的に分析する方法が浸透しつつあること、市民の皆さまのニ

ーズが多様化し、モニター制度とは別に市に対するご意見や提案を寄せていただく機会が多くな

ってきたこと等を鑑み、市政インターネットモニター制度の見直しを検討することといたしまし

た。本調査は、この見直しの参考とするために実施したものです。  

■アンケート調査結果 

問１ アンケート調査は年４回程度で実施していますが、その頻度を評価してください。（1つ選択） 

選択項目 回答数 

 

① 多い 0 

② 適当 21 

③ 少ない 8 

 

問２ アンケートの設問数は 10問程度で設定していますが、その設問数を評価してください。（1

つ選択） 

選択項目 回答数 

 

① 多い 1 

② 適当 28 

③ 少ない 0 

適当 21名 

（72％） 

少ない 8名 

（28％） 

適当 28名 

（97％） 

多い 1名 

（3％） 
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問３ アンケートの回答は量的データ（多い・少ない等を 3段階スケール等で評定するもの）と併せ

て、質的データ（自由記述等）を重視して作成しておりますが、その方針について評価してくださ

い。（※量的データの場合、データ数が少ないと統計的分析ができないため、本市のモニター制度

においては質的データを重視しています） 

選択項目 回答数 

 

① 適切 25 

② 不適切 1 

③ わからない 3 

 

問４ 問３の回答理由を記述してください。（自由回答：200字以内） 

≪適切と回答した方の理由≫ 

・量がどんなにあっても質がなくては意味をもたないため。 

・現時点では回答で得られるデータ量が少ないので質的データの重視を併用するのが適切だと思います。 

・妥当だと思う。 

・アンケートでは、量的データのみでは安易な回答が増えてしまうため。 

・量的データだけの場合、意見が書けれないため、適切に設けられていて良いと思う。 

・けっこう答えやすいし、苦にならないので自然な素直な気持ちで答えられると思う。多すぎると、途中で嫌になり、適当になる

のでいいと思った。 

・量的データだけでは不十分で、質的データも必要だから。 

・アンケートの内容にもよると思いますが、適量と思います。 

・モニター数が、少ないと思います。 

・選択肢や回答数では出てこないような具体的な内容が書けるのは、アンケートを実施する価値・意味を高めていると思いま

す。 

・選択だけでは分からない内容が分かると思う。 

・自由記述が多いことは確かにいいと思うし、続けてもらいたいと思います。しかし、質問によっては回答しづらいものもあるの

で、もう少し噛み砕いた質問にしてもいいのではないでしょうか？ 

・方針としては現状のままでもいいと思いますが、モニター数が少ないため統計的分析ができないとはいえ、量的データも必

要だと思います。また、回によってアンケートの質問自体が有意義なものと思えないことがあります。アンケートの作成者の方

は統計学を学ばれているのでしょうか？抽象的だったり、的を得ないような質問も多いと感じています。 

・アンケートの内容によって、簡単に答えられるものは選択式、詳しく答えるものは記述式と分けた方が良いと思うから。 

・自由記述で、本音を回答したほうが、市民の声をつぶさに収集できるのではと思います。質的データこそ本当の統計分析に

なるのではと思います。 

・自由記述があると意見が書けるのでありがたいです。 

・このやり方になってから、問題点・テーマの選定がタイムリーであり、参画意識を持って回答ができたように思う。 

・量的データと質的データが分析に必要とのことなのでこのままでよいと思う。その一方で、3 段階スケールだけで回答できる

項目を増やし、最終項にまとめて意見を求めるようにしてもらったほうがアンケートに回答しやすい場合もある。 

・質的データなんだから、市役所の職員の方々がうまく利用してくれれば良いのでは。 

適切 25名 

（86％） 

わからない 3名 

（10％） 

不適切 1名 

（4％） 
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・その方がアンケートをやる意味があって良いと思う。 

 

≪不適切と回答した方の理由≫ 

・自由記述は少ない方が時間のない時でも答えられるので、選りすぐってもらえると良いと思います。 

 

≪わからないと回答した方の理由≫ 

・アンケートの方式というよりも、結果の活用・分析が重要だと思いますので、作成方式が適切かどうかはわかりません。それ

は、作成側が何を目的としているかによって決まるのではないでしょうか。文章を書くのが苦手な者もいますので、適切な選

択肢を設定した形式も重要だと思います。 

・自由記述が出来るアンケート調査なので、アンケート結果の報告は受けていますが、その結果が市政でどの様に検討処理

されているかは私たちには見えにくい。従って、「わからない」ということになります。 

 

問５ アンケートの結果は市政に反映されていると思いますか。（1つ選択） 

選択項目 回答数 

 

① 思う 4 

② 思わない 5 

③ わからない 20 

 

問６ 問５の回答理由を記述してください。（自由回答：200字以内） 

≪思うと回答した方の理由≫ 

・窓口の対応もよくなったと思うし、職員のかたも意識してくださっているだろうし、実際に感じることが多いです。 

・市のことを思って行動するようになったと思う。 

・よく考えられている質問だと思います。 

・毎回分析することによって市民の声が反映されていると感じる。 

 

≪思わないと回答した方の理由≫ 

・特に変わったところがないため。 

・直接は反映されていないと思う。少しでも、職員などが市民の声として聞いて欲しい。 

・モニターの意見を反映した旨の説明がなく、自分の思う市制に変わったという実感もないから。 

 

≪わからないと回答した方の理由≫ 

・自分が見落とすことも含めて反映されていると感じる時と分からない時があります。 

・何かに活かされたらいいと思う。 

・アンケート結果が、市役所内で具体的にどのように活用され、どのように市政に反映されているのかが、よくわからない 

・アンケート結果がどのように市政に反映したのかといったことが不明なため、実際に反映されているのかされていないのか

確認する術がない。また実感としてもどの程度反映されているのかわからない。 

・正直なところ、実感がないので分かりません。 

思う 4名 

（14％） 

思わない 5名 

（17％） 

わからない 20名 

（69％） 
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・アンケートで反映されたところを、公表したあと、変わったと感じるかどうかを問うべきでは？ 

・アンケート回答がそのまま反映されるのはマイノリティな意見もあるわけで好ましいとは思いません。しかし、市のホームペ

ージや公共施設などへの改善に多少なりとも役立っているとも、アンケート結果公開などを見ていて思います。 

・結果がどうであったかは、報告されるが、どう生かされているかについては、わからない。こう聞かれると知りたくなります

ね。 

・アンケート結果の掲示はしているのはわかりますが、それが市政に直ぐに反映されるかというと、政策や予算等が数年分は

青写真が決まっているため、そうではならない。なので、今現状ではわからない、と回答します。アンケートを続けていく上で、

少しずつ結果が出てくるのではないでしょうか？ 

・そもそも現状のアンケートは、結果がすぐに市政に反映されるような内容ではないと思います。逆に、市政に反映しやすいよ

うなアンケートの内容に改善することはできないのでしょうか？ 

・アンケートの結果をあまり熱心に読んでいないので、わかりません。 

・自分自身、市制をよく理解しているとは思えないので、反映されているかどうかという判定は安易に答えられません。 

・すぐに結果がでるものではないと思う。 

・アンケートの内容をすぐ忘れてしまい、市政と比較検討したことがないのでわからない。 

・正直、実感がありませんのでわからないを選びました。 

・アンケート設問で重大な変更事項に関する内容の設問が、これまでなかったような気がします。アンケート結果についてそ

の都度報告は受けています。 

・今のところ実感はないが、時間がかかるものもあるでしょうから。 

・反映されていると実感できる出来事がない。 

 

問７ 現在はアンケートの回答回数に応じて薄謝（図書カード）をお渡ししておりますが、この謝礼

について評価してください。（1つ選択） 

選択項目 回答数 

 

① 適切 22 

② 不適切 1 

③ わからない 6 

 

問８ 問７の回答理由を記述してください。（自由回答：200字以内） 

≪適切と回答した方の理由≫ 

・労力に見合っていると思う。 

・頂き過ぎるのも考えさせられるし負担なく受け取れる範囲内かと思います。 

・回数に応じてなら平等でいいと思う。 

・いいと思います。現金でもらうよりも図書カードのほうが断然いい。 

・回答回数によって異なるほうが、やりがいもあるし、時間を費やしているからいいと思います。 

・クオカードのほうが使いやすいけど、市の関係の謝礼なので図書カードで妥当だと思います。 

・いろいろな本を購入して勉学に役立てることができる 

・回答回数で考慮するのは、良いと思います。 

適切 22名 

（76％） 

不適切 1名 

（3％） 

わからない 6名 

（21％） 
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・謝礼が無いのならなかなかアンケートには参加する人は少ないと思うから。 

・他を知りませんのでなんとも言えませんが、回答に割く時間を考えると適切なのではないかなと思います。 

・謝礼は必要ないと思います。市内の商店で使える商品券みたいな物がいいですね。他の部署でも図書券をもらうが、使わ

ずになくしてしまったりする。子ども（小学生）は喜んでいるみたい。 

・いただけるものはありがたいと思います。しかし、もう少し金額が低くてもいいのでは？とも思ったりします。 

・モニター数やアンケートの調査回数が現状のままであれば、謝礼も現状のままでいいと思います。ただし、もっと統計的分

析をとるためにモニター数を増やしたりするのであれば、一人当たりの謝礼も減らさなければならないと思います。 

・アンケートに答える環境を整えるために少しは謝礼があってよいと思う。 

・謝礼が目的でやっているわけではないので今の内容で適切だと思います。 

・現金でないところ、また金額的にも妥当だと思います。ただ、クオカードのほうが使い勝手が個人的には良いです。 

・もらえるとうれしいです。 

・もらえるだけありがたい。 

 

≪不適切と回答した方の理由≫ 

・特に謝礼はなくて良いと思います。 

 

≪わからないと回答した方の理由≫ 

・役所で他の謝礼を記載して、それと比べてどうかを問うべきでは？ 

・不満はありませんが、市の施設利用を促進すべく、たとえば、健康ドームのスポーツ施設無料利用券などでもよいと思いま

す。 

・謝礼つまり志(気持ち)だと思います。市制について現状を把握できていないことも多いので、モニターする側ももう少し関心

を深め勉強する必要があると思います。自己反省です。質問されても、答えようのない問題も多々ありました。モニターを通じ

て市政参加しているという意識があります。 

・回数に応じた図書カードの基準を理解していないので解らないと答えたが、一律 500円の図書カードでいいのではと思う。 

・謝礼を期待してアンケートに応えている人は少ないと思う。 

 

 

問９ 現在はアンケートの回答回数に応じて薄謝（図書カード）をお渡ししておりますが、こうし

た謝礼がない場合でも市政インターネットモニターとしてアンケートに協力したいと思いますか。

（1つ選択） 

選択項目 回答数 

 

① 協力したいと思う 13 

② 協力したいと思わない 7 

③ わからない 9 

 

  

協力したい13名 

（45％） 

協力したくない 7名 

（24％） 

わからない 9名 

（31％） 
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問１０ 問９の回答理由を記述してください。（自由回答：200字以内） 

≪協力したいと思うと回答した方の理由≫ 

・正直なところ図書カードを頂くと嬉しいですが、もし廃止されても何か社会(市政)に参加できる機会があるということに意義を

感じます。 

・市が良くなれば当然恩恵を受けるわけなので、あれば当然嬉しいですが薄謝をもらわなくても協力するつもり。 

・私の回答がどれだけ役に立つかは不明ですが、市政のお役に立つならと思っていますので。 

・もともと結婚を機に北名古屋市に転居してきたのですが、自分たちや子供のためにできることとして本アンケートに応募した

と記憶しています。謝礼はありがたく子供の絵本などを買わせていただいていますが、なければない形で落ち着くのではない

でしょうか。 

・謝礼はいらないと思います。 

・あくまでインターネット上のことなので、何かのついで、とかで回答が出来るため、仮に謝礼が無くともモニターは続けたいと

思います。 

・市政について考えるよい機会になるから。 

・たとえ、薄謝であっても、あったほうが良いと思います。でも謝礼がなくても、市制に間接参加しているという意識があり、こ

れからもモニターとして協力はしたいと思います。 

・アンケートの結果が市政に反映され、よい街になるのであれば、謝礼などはいらない。 

・協力する。市民として当り前だと考えるから・・・・・。 

・謝礼はなくて良いと思っているから。 

・アンケート自体嫌いではないから。 

 

≪協力したいと思わないと回答した方の理由≫ 

・協力してなにかいいことがあるかわからない。 

・確実に良くなるなら謝礼なしでもやりたい。 

・ある程度の見返りがない限り、やろうという気にはならない。 

・ある程度の時間を使って回答を行っているのでモチベーションとして謝礼はあった方が良いと思う。 

・回答はめんどうなこともあるのでお金ではなく市営プール入場券、イチジク詰め合わせなど何かあるとうれしいです。 

・やはり時間をさいてのアンケートなので今のかたちでの謝礼がなければモニターアンケートには参加しないと思う。 

 

≪わからないと回答した方の理由≫ 

・時間があれば、協力したいと思います。市全体が良く変わるなら。（自己研鑽で試験前のアンケートは、辛かったかな。） 

・正直、時間がない。 

・アンケートの頻度や量が極端に多くない限り、協力してもよい。アンケートの回答内容が適切に市政に反映されることが明

確になるなら、ぜひ協力したい。 

・アンケートが、実際にどの様に反映されたか伝えてからの回答だと思います。 

・アンケートの内容・質によります。答える意義があると思えるものであれば、謝礼の有無に関わらず協力したいと思います。 

・アンケートの量と内容による。 

・謝礼がないと、気が向けばやるけど、めんどうくさいときはやらないと思う。 
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問１１ 市政インターネットモニター以外にも、市政に対して声を届ける手段がいくつかあります。

利用したことのある手段を選択してください。（複数回答可） 

選択項目 回答数 

 

① ご意見箱 5 

② ご意見・お問い合わせ専用フォーム 

（市ホームページ内） 
2 

③ パブリックコメント 0 

④ その他 4 

≪その他≫ 

・直接市役所に行き、担当部署と話す。 

・毎年 20件前後意見書出している。 

・直接担当部署へ電話した。 

・合併した年に市政モニターをしたことがある。 

 

問１２ 市政インターネットモニター制度についてご意見等がありましたら、記述してください。

（自由回答：400字以内） 

・これからも続けて下さい 

・現在参加されている方が少ないように思うのでもっと多くの方から市政向上に繋がるデータが収集できる状況にな

ればいいと思います。 

・インターネットモニター制度のアンケート結果がどの程度、反映されているのか。 

・市政モニター制度以外に、声を届ける手段を利用するようにアピールして 活用していくべきだと思う。 

・大変よいと思う。アンケートにより、市の職員が緊張感を持って日々の業務に取り組むことができたり、市民も市

政に関心を持ったり、市の取り組みについてより知ったり深く考えるよいきっかけになると思う。 

・アンケート結果から、モニターに参加している人、アンケートに回答している人が人口に対して非常に少なく、果

たして統計データとして利用できるのだろうかと思うことがあります。この制度自体が広く認知されていないのかも

知れませんので継続して参加者を増やす必要があると思います。 

・特にありませんが、アンケート結果がお役に立っているのか気になるところです。 

・市がどういったことを市民にヒアリングしたいのか、どう変えていきたいのかなど、アンケートに参加する側とし

ても知ることができるチャンスだと考えています。 

・設問を少なくして回数を多くしたら良いと思います。インターネットを利用する人は多いと思いますので、モニタ

ーの数を増やす努力が必要です。設問の内容がよくわかっている場合とまったくわからない場合があると思いますの

で設問を少なく、回数を増やすことがいいと思います。市政の一つひとつについても、市民の意見を掴むことができ

ると思います。 

・意見を言える場所が少ないので続けて欲しい。 

・性別欄を男、女の二択だけでなく、その他や答えたくない、も入れていただきたく思います。 

・モニター数は少ないものの、わずかながら意見を届ける手段の一つとして制度自体は継続していただきたいと思い

ます。ただし、この制度自体の価値を高めるためにもアンケート内容の向上を強く希望いたします。無理に年 4回な

0 2 4 6 

④ 

③ 

② 

① 
5 

2 

0 

4 
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どの頻度にこだわらず、本当に市政に協力できるような質の高いアンケートにしていただきたいです。 

・スマホを利用し、広く中学高校生からも意見をくみあげる制度として有効活用できればよいと思います。ニーズが

多様化しているからこそ、多様な媒体にて意見をくみあげることを考えるべき。手間はかかりますし、高度なアンケ

ートの設計・分析能力が求められますので、市側の努力に期待します。 

・以前は、疑問に思うことがあって役場に電話をすると、クレームのように扱われた。モニター制度ができたおかげ

で、意見として扱ってもらえるのでうれしい。これからも続けてほしいが、インターネットになじみのない世代の人

の意見も取り入れられると良いと思う。モニター会として、時間や場所に縛られる方法でないものが良い。 

・市のホームページや広報などで市政のことを知ることができますが、その都度メールのようなものを、配信してい

ただき、特定案件に対する意見収集をしたら良いのでは。１０件の問い合わせより、特定案件に対する市民の声を収

集するのも、質的データと言う観点では、よりよいデータ分析ができると思う。尚モニターが特定案件に対する知識

がない場合もあると思いますので、のその都度メールを配信する時に、特定案件の現状情報も一緒に広報のような形

でＰＲしていただけると、それに対する意見も発し易いと思います。 

・定期的にメールが届くことで市政について考えるきっかけになるのがいいとおもいます。ネットで送れるのもあり

がたいです。 

・働いている人たちの意見を聞くために必要な制度だと思う。どうしたらモニターになってもらえるのかを考える必

要がある。市のホームページでも意見を述べられるが、見る人はどれぐらいいるのか知りたい。 

・市政に対して親近感が沸きます。 

・色々な立場の方々がモニターに応じて頂いて居ることと思い、時間の都合が付きにくいとは思いますが、年に一度

ぐらいモニターが全員一堂に会し、行政の担当の方と話し合うことも必要ではないですか。 

・内容はお役所なので制限があるかもしれませんが、民間調査会社のインテージのようにポイント制にして、それを

金券に変えたり寄付したりできるようにすると、やる気が出るし良いと思います。 

・毎月決まった日にある方が忘れなくて良いと思います。 

 

■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。今回のアンケートでは、「市政インターネットモニター制度」そのものに関する内容について

質問させていただきました。 

 モニターの皆さまが「北名古屋市がよりよくなるように」という想いを持って、アンケートにご協力いただい

ていることを改めて実感いたしました。モニターの皆さまのこうした想いに応えるべく、皆さまからのアンケー

トの結果がどのように市政に反映されているかをお伝えすることができるような仕組み作りに取り組んでま

いります。また、本制度についてすぐに改善できる内容については、早急対応してまいります。今後ともイン

ターネットモニター制度及び北名古屋市行政にご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 


