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Ⅰ.調査の概要 

1 調査の目的 

  「情報誌 Link」や「いなべ市ホームページ」等について、市民がどのように認識し

ているかを知り、より有効に活用される広報のあり方について検討するための参考資

料とする。 

※具体的には、「情報誌 Link」のリニューアルの検討資料、「いなべ市広報戦略プラン

（仮称）」の策定業務参考資料、各種媒体による広報内容の改善検討資料として活

用する。 

 

2 調査の方法 

（1） 調査期間 平成 30年 2月 1日～2月 28日 

（2） 調査対象 平成 30 年 1月 1 日現在、20歳以上の市内在住者（外国人を除く） 

 から無作為抽出された者 

（3） 調査人数 2,000 人（年代別に按分） 

（4） 抽出方法 住民基本台帳データより無作為抽出（市民課による作業） 

（5） 調査方法 郵送による調査票の配布・回収 

 

3 回収結果 

  有効回答数 642 人（回収率 32.1％） 

 

4 報告書の見方 

・未回答の設問、集計結果の数値を小数点以下第 2位で四捨五入しているため、回答

比率の合計が 100％とならないことがある。 

・複数回答の設問及び複数回答者のあった設問については回答比率の合計が 100%を超

えることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 調査結果 

1. 回答者の概要 

あなたの年代 

回答者数 632人 

 
 

あなたの性別 

回答者数 595人 
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20代
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249人, 42%

346人, 58%

男性 女性



2.設問別調査結果と分析 

【問 1】普段、あなたは市に関する情報（事業や行事、お知らせなど）をどのような

ものから得ていますか。当てはまるものに○をつけてください。（複数可） 

回答者数：628人 

 

 

【問 2-1】市が提供する情報の量について、どのように思いますか。 

ひとつだけ選んでください。 

回答者数：614人、未回答 28人 

 回答数 構成比 

情報量が多すぎる 17 2.8% 

情報量が不足している 47 7.7% 

適当 550 89.6% 

 

【問 3-1】市が提供する情報の内容はわかりやすいですか。 

ひとつだけ選んでください。 

回答者数：613人、未回答 29人 

 回答数 構成比 

わかりやすい 312 50.9% 

わかりにくい 23 3.8% 

どちらともいえない 278 45.4% 
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【問 4】あなたが日頃入手したいと思う市の情報は何ですか。 

当てはまるものを選んでください。（複数可） 

回答者数：617人、未回答：25人 

 回答数 回答数/回答者数 

イベント・行事などの情報 441 71.5% 

市の事業計画や施策に関する情報 176 28.5% 

各種制度の申請手続きなどに関する情

報 

298 48.3% 

防犯、防災に関する情報 205 33.2% 

健康づくりなどの豆知識 129 20.9% 

検診や各種相談の日時に関する情報 171 27.7% 

子育てに関する情報 96 15.6% 

文化・芸術活動に関する情報 105 17.0% 

動植物など自然に関する情報 54 8.8% 

人権問題に関する情報 16 2.6% 

郷土の歴史の紹介 70 11.3% 

まちの話題やニュース 261 42.3% 

地域の活動に関する情報 167 27.1% 

風景などの紹介 66 10.7% 

 

【問 6】あなたは、情報誌 Linkを読んでいますか。ひとつだけ選んでください。 

回答者数:628人、未回答：14人 

 回答数 構成比 

毎号読む 356 56.7% 

ときどき読む（2～3 ヶ月に 1回程度） 153 24.4% 

あまり読まない（年に 1～2回程度） 63 10.0% 

読んだことがない 56 8.9% 

 

◆【問 6】で「1 毎号読む」「2 ときどき読む」と回答した人にお伺いします。 

【問 7】どんな記事をよく読みますか。当てはまるものを選んでください。（複数可） 

回答者数：503人、未回答：16人 

 回答数 回答数/回答者数 

特集（「いなべで働く」、「景観を守る」など） 285 56.7% 

いきいき！マイタウン 302 60.0% 

Pick Up！「ピックアップ」 189 37.6% 

くらしの情報 294 58.4% 

市長コラム 90 17.9% 



めざせいなべ通！ 77 15.3% 

図書館通信 BOOKなう 54 10.7% 

子育てインフォメーション 83 16.5% 

身近な防災ひとくちメモ 100 19.9% 

地域をめぐるさんぽ道 147 29.2% 

 

【問 8】直近 6ヶ月の特集記事の中で、印象に残っているものはありますか。 

当てはまるものを選んでください。（複数可） 

回答者数：465人 

 回答数 回答数/回答者数 

2017.9 月号 「いなべの茶っぷりん」 220 47.3% 

2017.10月号 「八幡祭 99 21.3% 

2017.11月号「私たち！いなべを盛り

上げる地域おこし協力隊です！」 

154 33.1% 

2017.12月号「グリーンクリエイティ

ブいなべ/いなべ市のお財布事情」 

81 17.4% 

2018.1 月号  「景観を守る」 58 12.5% 

2018.2 月号  「いなべで働く」 186 40.0% 

 

【問 10】情報誌 Linkを読んで、どのように感じますか。 

当てはまるものをひとつだけ選んでください。 

文字の大きさ 大きい 適当 小さい 

回答数 6 458 21 

文字量 多い 適当 少ない 

回答数 29 445 7 

ページ数 多い 適当 少ない 

回答数 20 433 23 

写真の質 良い どちらともいえない 悪い 

回答数 296 175 4 

情報の探しやすさ 探しやすい どちらともいえない 探しにくい 

回答数 191 257 25 

文章の読みやすさ 読みやすい どちらともいえない 読みにくい 

回答数 283 182 10 

 

 

 

 



【問 11】情報誌 Linkの発行回数（現在は月 1回の発行）について、 

適当だと思うものをひとつだけ選んでください。 

回答者数：491人 

 回答数 構成比 

現在（月 1回）のままでいい 464 94.5% 

2ヶ月に 1回に減らしたほうがいい 26 5.3% 

月 2回以上に増やしたほうがいい 1 0.2% 

 

◆【問 6】で「3 あまり読まない」「4 読んだことがない」と回答した人にお伺いします。 

【問 13】「あまり読まない」「読んだことがない」のはなぜですか。 

当てはまるものを選んでください。（複数可） 

回答者数：107人 

 回答数 構成比 

他の媒体（ホームページなど）で情報を得ているから 10 9.3% 

読みにくいから 3 2.8% 

興味が持てないから 43 40.2% 

時間がないから 33 30.8% 

情報誌 Linkが届かないから 26 24.3% 

その他 3 2.8% 

 

◆【問 13】で「5_情報誌 Linkが届かない」と回答した人にお伺いします。 

【問 15】情報誌 Link は、自治会にご協力いただき各ご家庭に配布していますが、自治会

未加入の方へは、各公共施設やスーパーなどで入手していただくようご案内し

ています。また、いなべ市公式ホームページにも掲載しています。今後は、これ

らの方法を利用して、いなべ市情報誌 Link を読んでみようと思われますか。当

てはまるものをひとつだけ選んでください。 

回答者数：26人 

 回答数 構成比 

読んでみようと思う 8 30.8% 

読んでみようと思わない 4 15.4% 

わからない 14 53.8% 

 

 

 

 

 

 



【問 17】あなたは、いなべ市ホームページをどのくらい利用していますか。 

ひとつだけ選んでください。 

回答者数：591人 

 回答数 構成比 

日常的に内容を確認している 45 7.6% 

必要な情報を得たいときにだけ利用している 257 43.5% 

ほとんど利用しない 108 18.3% 

利用したことがない 181 30.6% 

 

◆【問 17】で「1 日常的に内容を確認している」「2 必要な情報を得たいときにだ

け利用している」と回答した人にお伺いします。 

【問 18】どのような手段（端末）でアクセスしていますか。 

もっともアクセスの多いものをひとつだけ選んでください。 

回答者数：294人 

 回答数 構成比 

パソコン 128 43.5% 

タブレット 14 4.8% 

スマートフォン 160 54.4% 

携帯電話 21 7.1% 

その他 4 1.4% 

 

【問 19】何に関するページを見ますか。 

当てはまるものを選んでください。（複数可） 

回答者数：293人 

 回答数 回答数/回答者数 

イベント・観光 159 54.3％ 

健康・福祉・介護 79 27.0％ 

防災・防犯 50 17.1％ 

市政全般 46 15.7％ 

地域活動 36 12.3％ 

文化芸術・スポーツ 31 10.6％ 

まちづくり 20 6.7％ 

子育て・青少年 33 11.3％ 

緑・環境・エコ 16 5.5％ 

産業・経済 13 4.4％ 

教育 18 6.1％ 

訃報情報 136 46.4％ 



ライブカメラ 28 9.6％ 

その他 17 5.8％ 

 

【問 20】情報の探しやすさはどうでしたか。ひとつだけ選んでください。 

回答者数：294人 

 回答数 構成比 

探しやすかった 57 19.4% 

どちらかといえば探しやすかった 172 58.5% 

どちらかといえば探しにくかった 51 17.3% 

探しにくかった 14 4.8% 

 

【問 21】必要な情報は得ることができましたか。ひとつだけ選んでください。 

回答者数：291人 

 回答数 構成比 

できた 203 69.8% 

情報は載っていたが十分ではなかった 83 28.5% 

できなかった 5 1.7% 

 

【問 22】今後、市のホームページに期待することはなんですか。（複数可） 

回答者数：289人 

 回答数 構成比 

検索のしやすさ 169 58.5% 

内容のわかりやすさ 143 49.5% 

情報の正確 80 27.7% 

誰にでも利用しやすいこと 90 31.1% 

情報掲載の速さ 52 18.0% 

情報の詳しさ 75 26.0% 

ホームページから行政手続きができること 73 25.3% 

表現の簡潔さ 23 8.0% 

デザインの良さ・見ること自体の楽しさ 25 8.7% 

音声や動画による情報提供 19 6.6% 

その他 4 1.4% 

 

 

 

 

 



◆【問 17】で「3 ほとんど利用しない」「4 利用したことがない」と回答した人にお伺いし

ます。 

【問 23】いなべ市のホームページを利用しない理由は何ですか。 

ひとつだけ選んでください。 

回答者数：261人 

 回答数 構成比 

インターネットを使える環境にない 89 34.1% 

見たい情報が掲載されていない（更新されていない） 6 2.3% 

情報が探しにくい 15 5.7% 

関心がない 127 48.7% 

その他 44 16.9% 

 

【問 25】情報番組いなべ 10をどのくらい見ていますか。ひとつだけ選んでください。 

回答者数：609人 

 回答数 構成比 

毎週見る 119 20% 

よく見る（2～3週に 1回は見る） 72 12% 

時々見る（月に 1回は見る） 155 25% 

ほとんど見ない（年に数回は見る） 190 31% 

1度も見たことがない 73 12% 

 

【問 26】情報番組いなべ 10で放送したらよいと思うものを選んでください。（複数可） 

回答者数：531人 

 回答数 回答数／回答者数 

イベント・観光 376 71% 

健康・福祉・介護 185 35% 

防災・防犯 150 28% 

市政全般 90 17% 

地域活動 220 41% 

文化芸術・スポーツ 132 25% 

まちづくり 115 22% 

子育て・青少年 105 20% 

緑・環境・エコ 53 10% 

産業・経済 36 7% 

教育 63 12% 

その他 18 3% 

 



【問 27】CTYデータ放送をどのくらいご覧になっていますか。ひとつだけ選んでくだ

さい。 

回答者数：603人 

 回答数 構成比 

毎日見る 35 6% 

よく見る（週に数回） 94 16% 

時々見る（月に数回） 180 30% 

ほとんど見ない（年に数回） 207 34% 

1度も見たことがない 87 14% 

 

【問 28】いなべエフエム（行政情報）をどのくらい聴いていますか。 

ひとつだけ選んでください。 

回答者数：608人 

 回答数 構成比 

毎日聴く 15 2% 

よく聴く（週に数回） 14 2% 

時々聴く（月に数回） 79 13% 

ほとんど聴かない（年に数回） 198 33% 

1度も聴いたことがない 304 50% 

 

【問 29】ツイッター（Twitter）及びインスタグラム(Instagram)を 

利用していますか。（複数可） 

回答者数：580人 

 回答数 回答数／回答者数 

ツイッターを利用している 84 14% 

インスタグラムを利用している 98 17% 

利用していないが今後利用したい 87 15% 

利用する予定はない 375 65% 

 

 

 

【問 30】いなべ市公式ツイッター（Twitter）及びインスタグラム(Instagram)の投稿を

見ていますか。ひとつだけ選んでください。 

回答者数：575人 

 回答数 構成比 

よく見ている（フォローしている） 10 2% 

たまに見る 30 5% 



見ていない（知らない） 471 82% 

今後見たいと思う 64 11% 

 

【問 32】今後、いなべ市において、力をいれてほしい広報媒体は何ですか？ 

ひとつだけ選んでください。 

回答者数：556人 

 

 

その他意見・自由意見 

◆【問 2-1】で「2 情報が不足している」と回答した人にお伺いします。 

【問 2-2】情報が不足していると思われる理由を具体的にご記入ください。 

 どの様な媒体があるかの広報不足と思う 

 自主的に調べていかないとわからないことがたくさんある 

 ツイッターやインスタグラムなどの若者向けに発信される情報が少ないと感じる 

 障害者に対する支援の情報 

 空き家バンクをもっとあげてほしい！ 

 市の情報をどこで発信しているのか知らない。市の情報自体に関心がない 

 介護が必要になったとき、まずどこに相談したらいいのかわからなかった 

 新庁舎の進捗状況、にぎわいの森等もっと詳しく 

 

◆【問 3-1】で「2 わかりにくい」と回答した人にお伺いします。 

【問 3-2】わかりにくいと思われる理由を具体的にご記入ください。 

 Linkはいなべ市全体として情報が少ない。HPは、どこから入っていいかわかりにく

い（TOPページから探しにくい。） 

 年寄りにはとにかくわかりにくい 

 ホームページの構成がわかりにくい 

258人, 46%

137人, 

25%

139人, 

25%

65人, 

12% 43人, 

8% 20人, 

4%

34人, 

6%

41人, 

7% 14人, 

3% 11人, 2%



 HP など見ても必要な情報が探しにくい、分かりづらい 

 文字が多いので全部よまないと自分に必要なものか情報なのかどうか判断できない 

 講演会の案内などが十分でない 

 広報誌は市民全員が読むもの。横文字が多く英和辞典が必要なことがある 

 

【問 5】問 4 に該当しないもので、日頃入手したいと思う市の情報があればご記入く

ださい。 

 飲食店の紹介（友人といけるところのオススメ情報） 

 町おこしに関する情報 （例）上木食堂開店 

 市道や生活道路の緊急的通行止めなどの情報 

 郷土の歴史、地域の産業など手軽に参加できる講座の情報 

 市内の道路工事情報（区間、期間など） 

 福祉について 

 雪が降ったときの交通状況、道路情報 

 市の財政状況、税金の使い方など（市民税はどのように使われているのか？） 

 不妊治療の助成制度を分かりやすく 

 市議会議員全員の活動内容、市民のために何をされているか公表してほしいです。議

員定数が多いと思います。選挙で公言したことを実行しているのか 

 障がい者に対してのサービスなどの情報 

 市外の人たちに市を紹介する中で話題になりそうなコンテンツ 

 生活と切り離せないものの情報。ごみ出し、自治体ごとの曜日、分別、リサイクルの

事情やしくみなど。ごみ出しは必要時に調べることも多いので 

 市内に住む活躍している人情報。子供の夢（将来）とリンクする方があると子供が夢

にむかって進む一助になると思う 

 市の施設の情報を 

 市がどんなことに力を入れているのか。これからやろうとしていることが知りたい 

 

【問 9】今後、どのような記事を読みたいですか。ご自由にお書きください。 

 もっといなべに住む 20代や 30代が活躍する話などなどあればよいなと思う 

 いなべの食物をつかっているカフェ、レストラン紹介 

 イベントの様子、今後どんなイベントが控えているかの案内など 

 子育て支援センターや保育園のことなど 

 市のまちづくりについて 

 いなべ市内の地域の紹介、名所など 

 文字より写真をたくさん載せてほしい 

 健康に関する記事。いなべ市特有の（罹患率の高い）病気や、予防法とか。介護に関

する記事等 

 いなべ通！のような文化自然名所の紹介を今後もシリーズ化して続けてほしいです 



 認知症に関する情報を特集してほしい 

 いなべ市の観光スポット、変化していくいなべ市、伝統文化 

 小学校、中学校での行事やいなべ総合学園での部活動の紹介や活動など、いなべの子

どもたちのことがわかる記事 

 獣害対策の経験談 

 いなべ市で働いておられる外国人（ブラジルやペルーなど）の方々の暮らしやご活躍

を特集していただきたいです 

 いなべ出身で全国的に活躍されている方の紹介 

 いなべ市以外から見た情報がほしい。介護保険、健康保険が変わると新聞では書いて

あり、内容読んではっきりしないことも多いし、心配しています。理解しやすい内容

をお願いします 

 

◆【問 11】で「2 2ヶ月に 1 回に減らしたほうがいい」「3 月 2回以上に増やしたほうがいい」

と回答した人にお伺いします。 

【問 12】なぜ、そのように思われるか、その理由をお書きください。 

減らしたほうがいい 

 あれば読むが、なくても困らない。発行する手間やお金がかかることを考えると、2

カ月に 1回でも良い気もする 

 経費節減 

 経費削減になるから。内容がより良い物になる気がする。配布の手間がへらせる。 

 あまり読まないから 

 内容がそれほど重要でないから 

 年間行事の一覧を作成してそれを発行したら後は 2ヶ月に 1回で良いのでは 

 読むのに時間がかかる 

 コストと効果が比例しているのか疑問に思う 

 

増やしたほうがいい 

 1回でいいので回数を増やしてほしい 

 年配の方が楽しみにしていると思います 

 

◆【問 13】で「1他の媒体（ホームページなど）で情報を得ているから」「2 読みにくいから」

「3興味が持てないから」と回答した人にお伺いします。 

【問 14】今後、情報誌 Link をどのように改善すれば読んでみようと思いますか。 

具体的な理由をお書きください 

 知り合いのインタビューや写真など身近な記事があれば見ようと思うかもしれない。

自分の通っていた保育園、小学校、中学校、図書館や後援などの現在の様子や過去の

様子の記事があれば、家族で楽しめると思う 

 手軽に情報を得られるとありがたい。読むこと自体も、今の時代、若者は好きではな



い人が多い。クーポンがついていたりするのであれば読んでみるきっかけになるので

は？ 

 見出しが世代を問わず興味が持てるもの。少し年寄り向けになっている 

 写真を多くする。文字を少なくする 

 今の 20代はホームページなど興味がない限り見ないので興味を持ちそうな内容にす

る。情報が入ってこない人もいると思うので、もっと発信の仕方を工夫した方がいい 

 地元の中小企業等の紹介などあれば見てみようと思います 

 簡単な料理のレシピなど 

 表紙が一番目につく所だから、そこにもう少し文字を増やす。週刊誌までいかなくて

もこの記事読みたいって思えるオススメ記事の見出し？みたいなのを表紙に何個か書

いてあると本をひらいてみようと思う 

 情報量が多く、文字数が多い。もう少し減らしてよいと思う 

 身近なことがたくさんあれば、読んでも理解できると思います 

 文字が小さくて読みづらい 

 食（朝市、道の駅など）カフェの情報 

 最新情報がほしい。いなべ厚生総合病院内科がなくなると聞きました。ホントです

か、地域医療が心配です 

 

【問 16】その他、情報誌 Linkについて、ご意見をお書きください。 

 高齢化が進んでいると思うので、認知症予防などの情報をより載せる 

 表紙や、誌面の美しい写真から、四季を感じることができて、見ていて楽しいです 

 検診についてもっととりあげてほしい。2 月に届く検診のハガキがよくわからないの

で、Linkで申し込みについて詳しく書いてほしい 

 安全できれいな散歩コースを知りたい 

 情報誌 Linkは誰でも読むことができるので、今後も続けてもらいたい。HPで見れる

といっても、HP を見れない人も多い 

 いなべ市内にあるお店（ごはん屋さん、カフェなど）をもっと紹介してほしい 

 写真も多いし、文字もごちゃごちゃしてないし、見やすく読みやすいと思う。かわい

いイラストとかがもっとあるとサツバツとした感じがなくなって明るい感じになるか

な・・・？ 

 読もうと思うが置いてある場所へ行く方法が少ない。また、いつ出ているのかもわか

らない。施設にもポストに入れてほしい 

 80 代の母と同居しております。Linkが届けられるのを楽しみにしておりますが、記

事の内容によっては理解しづらい時があるようです（文字ばかりの項目や用語等で） 

 パソコンのない人や使えない老人はいくらでもいます。なんでもホームページを見よ

と書いたりしますが無理、老人社会、年寄向けにわかるようにしてください 

 いろんな情報が書いてあっていいと思う 

 毎号楽しみにしています 



 紙媒体への評価が下がり気味のこのころです。が、だからこそ今後も充実、工夫をお

願いします 

 いいことばかり書かないで、問題点を掘りさげよう！ 

 率直な思いとして、情報量が多すぎる。もっと精査して、量を極力減らすようにでき

ないか。冊子の量が減れば、もっと読んでもらえるのではないか。思い切って少ない

量で中身の濃い情報誌にできないでしょうか 

 ヨシズヤ、大安イオンなどのスーパーのどこに置いてありますか？ 

 時間がある私たち年代は Linkはとても身近なものです。毎月楽しみにしています。 

 冊子が閉じていないので開きにくい 

 

 ◆【問 23】で「2 見たい情報が掲載されていない（更新されていない）」「3 情報が探しにく

い」「4関心がない」と回答した人にお伺いします。 

【問 24】今後、市ホームページをどのように改善すれば利用してみようと思います

か。具体的な理由をお書きください。 

 ただ検索するのが苦手なだけだが、学生が自分の町を調べる課題をする時に利用しに

くいと感じた。難しいことを分かりやすくしてもらえたら学習時助かる（言葉、人口

動態、検索方法の工夫） 

 もっと皆が関心のある情報を判りやすく掲載する 

 毎年同じ。特に関心のあることがない 

 北勢線の運行状況（雪や台風） 

 ホームページを見ることでどんな情報が得られるのかがよく分かると良い 

 市に関わっている実感が持つ事が出来れば使用するかもしれない 

 広い情報はもちろんとして、月に 1度程度に特集などを組んでほしい 

 「～課」で探すところがあるが、課の仕事内容はわからないので、もっとわかりやす

いようにしてほしい 

 イベントなど天候などで延期になった時に、いつ、どこでやるのかを早めに知りたい

です 

 市をアピールするおもしろいものがあれば 

 週刊でも月間でも、勝手にランキング的な情報。人口、犯罪、所得、年齢など、いな

べ市の全国での位置づけ 

 スマホを見て天気予報（警報・注意報含む）を目のつくところへ 

 知りたいものが簡単に探せるように、わかりやすいトップ画面にしてほしい 

 写真などを更新して常に新しい情報をアップしてもらえば見てみたいと思うかも 

 

 

 

 

 



【問 31】いなべ市公式ツイッター（Twitter）及びインスタグラム(Instagram)で発信

してほしい情報は何ですか？ご自由にお書きください。 

ツイッター 

 グルメ情報やイベントの内容があるなら利用したい。お得情報とか家族に伝えたい内

容とか 

 まちづくり、観光 インスタグラム：まちづくり、観光 

 福祉について 

 こういうところがいいですよ、などおすすめの観光地を知らせる 

 季節ごとのお出かけスポット、お花見のおすすめ場所、開花情報、ホタルの見頃、駐

車場情報、三岐鉄道運行状況 

 北勢線の運行状況、体育館や図書館の案内（営業時間、料金） 

 災害時に、現状がわかる、など。避難所での不足物資や、河川の状況、行くと危ない

場所など 

 不審者などの情報 

 市内イベントの当日情報、災害情報など、タイムリーな情報 

 身近だけどみんなが知らないような絶景。小さい頃みんなが使ったであろうなつかし

いものの写真。北勢線から見た風景や乗客のことなど 

 週末にイベントがある場合は告知ツイートする 

 防災の情報。イベント情報などいなべ市の豆知識など 

 積雪の情報を写真つきで数時間ごとに教えて頂けるとありがたいです 

 市の火災情報 

 スポーツイベント、三重国体やインターハイに向け、地域の子供達の活躍を見たり 

 細かな建設中や建設予定の情報 

 地域の祭りについて、駐車場（有料、無料の情報） 

 無農薬、減農薬野菜に力を入れている人達を紹介してほしい 

 子育てについて 

 イベント、新しくできた店の紹介 

 市内での出来事、ニュースなど 

 いなべ市の催しものの情報、催しものの写真など（個人情報に留意して） 

 雪の道路情報（通れるとか）。除雪してあるとか 

 

インスタグラム 

 フォトがキレイだといい情報に感じる（インスタ映えとか…） 

 こういう景観を見に来てくださいという所を知らせる 

 まつりや行事の写真や動画、市内の飲食店の料理など 

 イベントの写真 

 地域の活動、イベント等 

 朝の路面状況、いなべ市と藤原町では積雪が全然違うので写真でわかると助かる 



 風景が多い気がするので、お店や働く人たち（子どもたち）、市内でいきいきと過ご

す人たちの姿が見られれば、自分たちの住むいなべ市がすてきな所だなぁとより感じ

ることができるかなと思う 

 街の元気な人々の紹介などおすすめしたい場所 

 北勢線の写真、動物の写真など 

 市のまちづくりなど 

 おすすめのお店、遊び場、イベントなどの情報 

 ポスターなどで紹介される大きなイベントだけでなく小さなイベント（暮らしの情報

などに乗っているような）の写真など 

 毎日通勤で電車を利用するため雪の日などの情報を載せていただけるとありがたいで

す 

 

【自由意見】いなべ市の広報全体について、どんなことでも結構ですので、ご自由に意

見をお書きください。 

全体的なことについて 

 今回、Twitterやインスタでも情報が得られることを知った。春からいなべ市を離れ

るので、新しい環境でもニュースや地域の様子を見てなつかしめ、時間ができた時、

遊びに帰ってくるようなことができる情報源があって嬉しいと思った。周りで Link

を見ている人は少ないが、若い人も面白い内容があればいいのに… 

 私の周りには外の都道府県から働きに来られている若い方が多いので、休日におすす

めのスポットや情報が充実していると良いのかなと思います。合わせて住居情報など

も。こんなに様々な媒体があることをそもそも知らなかったので、これからもっと活

用していこうと思います 

 広く「いなべ」のことを知ってもらえるようにすることで、地元が盛り上がり、地域

経済も活性化しやすくなると思う。都市へのアクセスも悪くないので、その強みを生

かせるような広報活動をして欲しい 

 もう少し情報を探しやすくしてほしい。Link を付けるなどグループ分けして選択し必

要情報を見れるようにしなければわからない。情報にマップを付けるなどどこでやっ

ているのかを見れるように若者は地名だけではどこなのかが分からない 

 ホームページや SNSでの発信は環境や状況によって難しいもあると思います。なの

で、いろんな年齢の方にも対応でき、伝わりやすい情報誌などの方が良いと思いまし

た。今回の調査結果もホームページでと書かれています。情報誌など利用して公表す

るのも必要ではないか？と思いました。後、子どもたちのために公園も作ってほしい

です。これからもより良い環境、住みやすい環境作りの発信をよろしくお願いいたし

ます 

 若者があつまりそうなイベントなどの広報をどしどし載せてください！インスタグラ

ムの更新楽しみにしています 

 季節行事（花火等）は早い段階で知らせてほしい 



 いなべ市民が市外の人にいなべに住みなよ！って言えるぐらいの情報。こんなことに

力をいれてますっていう市からの発信がほしい。いなべといえばコレ！っていうのを

みんなにわかりやすく（一宮=モーニングみたいな）いなべ市を全国に広める名物を

開発するか、既存のものをもっとアピールして観光客や人口を増やしてほしい。店も

少ないし老後が心配でしょうがない 

 市外の人が見ていなべ市に来たくなるような広報作りを望みます 

 アンケートにこたえていて情報の少なさ発信力の弱さに対して使っている媒体の多さ

におどろいた。どれだけの人員を割いているのかしらないけど、そのためにほしいと

ころにほしい情報がないという状態に陥っていると思う。このアンケート中 URLやア

カウント名も一切なく、インスタに至っては検索してもひっかかりもしなくて見れて

ません。そういう不親切なところがよくないと思う 

 奥の地域の、数少ないお年寄りの方をおとずれてみました、とかもいいと思う どう

しても閑散とした場所はおいてけぼりになってしまうので 

 高齢化の世の中、いなべ市でもテレビでの情報が一番かと思います。これからも、リ

ンクに掲載されている内容をピックアップして高齢者向けの情報を放映してみてはど

うでしょうか？ 

 これからも市内の情報をくわしく知らせてほしいです。まだまだマイナーな市である

と思うので、市外にも良いところをたくさんアピールしてもらえるとうれしいです。 

 色々な物がお金をかけてやっている割には、広報不足で市民の認知度低く活用されて

いない 

 粗大ごみを持っていってもだめというものがけっこうあります。ごみの種類、分別の

ことを記事に。いなべエフエムの使い方（こんなことが聞けるという情報）鹿と猿の

駆除方法 

 いなべ市のホームページは字が多く情報誌 Linkとのイメージがかけ離れているよう

に思います。パソコン、スマートフォンなどの環境の整っていない市民でも情報がわ

かるようにテレビ、ラジオ、Linkの充実を望みます 

 市外からの引越者に対して、もう少しわかりやすい内容にしてほしいです。全般的に 

 インターネットがあまり使えないので、その他の方法で発信してほしいです。地区の

老人や一人暮らしの方々も、機器の使い方が分からないからパソコンとかで見るよう

に言われてもできないと言っていました。カタカナ文字の意味がわからないのもたく

さんあるので意味を補足してはどうかな？ 

 こんなに多くの広報媒体を用いていることをはじめて知りました。こんなに必要ある

のかな？と思いました 

 ホームページや SNSよりは紙媒体のほうが、情報が頭にランダムにはいってきていい

と思います。ホームページなどは、欲しい情報、探したい情報を即座に見れるのはい

いと思います 

 市内 4町をまとめてなので、もう少し各地域の細やかな所まで取り上げてほしいとは

思います 



 Linkもいなべ 10 も見やすく良いと思います。市外の方、特に若い世代の方にいなべ

市をもっとアピールするには、SNSからの発信が重要だと思いました 

 今後は SNSが増えていくと思いますが、市民全員が利用している訳ではないので従来

の紙で伝える情報（Ｌｉｎｋ）は無くさないで欲しいと思います 

 広報媒体の利用の仕方を今一度高齢者にも理解できるよう教えてほしいです 

 

 

Link について 

 毎月広報紙を読むことを楽しみにしていますが、広報誌が家に届くのが遅くて申し込

みたい（参加してみたい）ものに期限がきてしまって申し込めなかったときがありま

した。残念でした。申込期限にもう少し余裕があると助かります 

 Linkの情報誌は紙がいくつもはさんであるだけなので、落としたときなどバラバラと

なり読む気を無くしてしまいます。一冊にかんたんにでもとじてもらえると読みやす

くなる気がします 

 Linkは写真を多く取り入れた見やすいレイアウトで良いと思います。今後も継続して

いってほしい 

 いなべ市のアプリができたらよいと思う。スマートフォン世代は情報を取り入れやす

く、アンケート機能やゴミカレンダーの通知、イベント情報等気軽に見ることができ

ると思う。子育て中なので、各子育て支援センターの情報や保育園の情報等もあれば

すごく助かります。最後に、私は他県から越してきたので、いなべがどんな所か知ら

なかったのですが、Linkのおかげで色々な情報を見ることができたのでありがたいで

す。これからも毎号楽しみにしていますので、編集、制作など大変かと思いますが、

頑張ってください！ 

 私はほぼ毎日夜遅くまで、また土日ともに働くことが多いです。テレビを見る時間も

限られています。広報としては素晴らしいと思います。しかし見る機会がほとんどあ

りません。ですので、職場やショッピングモールなどにポスター掲示などをしていた

だければ嬉しいです 

 Linkは子供が幼い時、予防接種や子育て支援の情報を見て、とても役に立ちました。

子育てが落ち着いた今は必要と思う記事が少なくなりましたが、地域での出来事など

知る手段として読ませてもらっています。TVやラジオ、ネットなどは自分から見よ

う、聞こうと思わないと接する機会がありませんが、Linkは毎月気付くと届くのでか

かわりが持ちやすいように思います 

 年寄りほど、リンクなど楽しみにしているような気がします。各町内、自治会、平等

にまんべんなく情報していただきありがとうございます。子供、年寄りに特によみや

すくわかりやすい広報をお願いします 

 情報誌リンクは必ず読んでいるので、内容を充実して発信してほしい。 

 Linkはみるようにしています。知るべき情報をのせていただけると助かります。Link

にのっていないとホームページを検索したりします 



ホームページについて 

 このアンケートを読み、初めていなべ市ホームページを見ました。関心のある項目を

開いてみると、わかりやすく解説してありました。これを機に、今まで関心のなかっ

たいなべ市のホームページをいろいろ読んでみようと思います 

 再度又、もう一度読みたいページが分かるように、第一ページに目次があるとよいと

思いました 

 

いなべ 10について 

 特にいなべ 10は良いと思います 

 いなべ 10の情報が遅いので気になります。放送期間があるので仕方ないかもしれま

せんが・・・。3 カ月程前の行事の放送になると、季節もズレてしまい違和感を覚え

ることもあります。行事の様子はよく伝わるものなので少し勿体なく思います 

 いなべ 10は年間通して毎年同じ内容ばかりの気がする。依頼があるのかもしれない

が、飽きた。も少し内容と日付が近い方がよい。何か月前のことを放送されても… 

 現在、CTYを利用していません。以前 4～5年前までは CTYだったので、よくいなべ

10 を見ていました。CTYを利用していない人のために、いなべ市のホームページから

ビデオ等が見れるといいですね（ストック数 1週間～10日間程度、もしくは、1ヶ月

分で出来るだけ） 

 いなべ 10の内容が古すぎると思います。「1月になって 11月の情報を伝えてもらって

も･･･」という感じです。1週間ごとの更新なので、もう少し新鮮な内容を求めます 

 いなべの地域活動を早めに TV放映して欲しく思います 

 

いなべ FMについて 

 いなべエフエムは聞く時間がない。どれぐらいの人が聞いているの？少ないのならや

めたらどうですか？税金のむだな感じがします 

 ラジオについて、私はＮＨＫラジオが好きです。いなべ FMは放送している人が楽し

んでいるという感じ。一度は聴いたが、耳に心地悪いのでやめた 

 いなべエフエムは多数の予算化がなされている割には、自分の周りの人々に聞くと、利

用者（聴取者）が少ないように思います。今一度ご検討されたい 

 

SNS について 

 情報網が発達して、SNS等で情報を得る人が多い中、それを持ち合わせていない人も

多数います。この先、独居老人が増えるのが目に見えるので、そういう人たちでも情

報が得られるようにしてほしいです 

 

 

 

 



その他 

 いなべ市の住民として、いなべ市がもっと活性化してほしいと思っています。花火大

会、ソバ打ち、マルシェなど老若男女、参加できるイベントをもっと増やしてほしい 

 阿下喜八幡祭にて見どころある吊り出し、神興納めの迫力のところをもっと皆さんに

知って頂ける様取り上げて頂きたい 

 関心がないという問題に対しては、親近感をいかに持たせるか、だと思う。いなべ市

が町おこしに力をいれている物事を知れるのであれば、より関心を持てると思いま

す。よろしくお願い致します 

 今までいなべに住んできて、いなべは自然がたくさんあって住みやすくて、いい町だ

と思っています。それがもっといろんな人に伝えられるような活動活躍に期待してま

す 

 福祉に関する情報が少なく、介護が必要になっても困ってみえる方いると思います。 

 知っている人、子供がイベントに参加している姿や、頑張る子供達の姿を見るのが楽

しみです 

 わたしは知的障害者で療育手帳を持っています。役所の方の力もお借りして、現在一

般の会社でパートですが働いています。わたしのような障害者の方がどのように頑張

っておられるかも時々発信していただけると嬉しいです 

 最近、TVや新聞などで「いなべ市」が紹介されたりすることが多くなった気がしま

す。小さな町で、まだまだいなかですが、それをいかした活動や文化的な誘致活動も

期待しています 

 アンケートが届いたことにより、色々と活動していることが分かりました。今後、活

用していこうと思いました。市外の人に自慢出来る物になってほしい 

 いなべ市だけの祭りやイベントを増やして町おこししてほしい 

 いつも市民の為にたくさんの情報提供ありがとうございます。税金や所得や、いなべ

市が全国の市町村で比較したときにどれくらいの位置にいるのか知りたいです。地方

税とかかなり高いと聞きます。よろしくお願いします。あと、市になってからいろん

な施設を借りることが難しくなった気がします。郡に戻したほうがよいのでは？メリ

ットを感じられない 

 降雪時の情報は、いち早く入手したいので、各地域の積雪量、通行規制情報等のタイ

ムリーな展開をお願いしたい 

 AED の設置と設置場所の情報 

 高齢化が進んでいるので、職場などで頑張っている方々、楽しんでいる方々を取り上

げてほしい 

 生活に欠かせない、大雪時の道路状況や防災などは特に早く教えてほしい 


