
 

平成26年度とよかわデジモニ 

第３回アンケート結果 

 

 

「豊川市公式フェイスブックに関する 

アンケート」 

作成 秘書課 

 

 

 

 

 

 

豊川市企画部秘書課広報広聴係 



 

□アンケート実施期間：平成26年９月10日から９月25日まで 

□回収率：８４％（８４／１００ 人） 

□年代別構成比 

 

10代 
男 １ 

２ 
女 １ 

20代 

男 ２ 

１１ 
女 ９ 

30代 
男 ５ 

２２ 
女 １７ 

40代 
男 １２ 

２１ 
女 ９ 

50代 
男 ４ 

９ 
女 ５ 

60代 
男 １２ 

１４ 
女 ２ 

70代 
男 ２ 

３ 
女 １ 

80代 

男 ２ 

２ 
女 ０ 

合計 
男 ４０ 

８４ 
女 ４４ 

 

 



目的 

 市では平成２４年から豊川市公式フェイスブックで市の魅力を情報発信して

います。さまざまな分野の情報を取り上げ皆さんに知っていただくため、週末

を除く毎日投稿をし、文章や動画など伝え方の工夫を図っています。また、市

公式フェイスブックで情報発信していることを、多くの皆さんに知っていただ

き閲覧していただくことを目標としており、新たな企画なども行っていこうと

考えております。今回のアンケートでは、そのヒントをいただき、今後の市公

式フェイスブックの運営における参考とさせていただきます。 

 

総論 

 設問【１】から【４】で、市公式フェイスブックへの閲覧状況の把握を意図

しています。29人が「閲覧したことがある」、計55人が「ない」とし、まだ周

知度が低く今後のＰＲの必要性を感じました。 

 設問【５】から【８】までは、これまで市公式フェイスブックを閲覧したこ

とがなかった方にも実際に閲覧していただき、その感想をお伺いしました。79

人の方が「よい」「まあまあよい」とし、文章量についても76人の方が「適当

だった」とし、内容については「イベント情報」「学校・保育園などの子ども

たちの取り組みの紹介」「観光情報」の順に関心が高いことが分かりました。 

 設問【９】【10】では、これからの投稿内容・企画についてお答えいただき

ました。内容では「イベント情報」が７件と多く、「市役所の仕事」について

も知りたいという意見も６件ありました。企画については、「懸賞企画」や

「市民から提供された写真や動画の投稿」に関心が高いことがわかりました。 

 設問【13】【14】では、市のフェイスブックを閲覧いただいた上で登録して

いただけるかをお聞きしました。46人が「はい」、38人が「いいえ」でした。

閲覧したくない理由として、「必要な時に投稿を見たい」という方が16人、「フ

ェイスブック自体がわかりにくいから」やその他意見の「個人情報の懸念」な

ど、フェイスブックのシステムに抵抗を感じる方も多いようです。 

 設問【15】では、市フェイスブックに対する、ご意見・ご要望をお聞きしま

した。先ほどに引き続き、個人情報の流出などでフェイスブックに対し懸念す

る意見が10件と最多でした。次に多い意見として、「画像・動画へ期待」を寄

せる意見が４件、「ＰＲの必要性」についてが４件でした。 

以上、いただいた貴重なご意見を今後のフェイスブック運営の参考とし、よ

りよい市の魅力を情報発信していきます。             

 秘書課 



「豊川市公式フェイスブックアンケート」結果 （回答単位：人） 

 

 

【１】 今までにフェイスブックの登録や閲覧などをして、利用したことがあ

りますか。 

ある 51 

ない 33 

合計 84 

 

 

【２】問１で「ある」と答えた方は、利用状況を教えてください。（１つのみ

選択） 

フェイスブックの登録をしており、自分のフェイスブッ

クへの投稿を定期的にしている 
20 

フェイスブックの登録をしているが、他のフェイスブッ

クの閲覧だけで自分のページはほとんど更新していない 
20 

フェイスブックの登録をしていないが、他のフェイスブ

ックを見ることはある 
11 

全くやったことがない ０ 

合計 51 

 

 

【３】問１で「ある」と答えた方は、このアンケートをご回答する以前に市の

フェイスブックをご覧になったことがありますか。 

ある 29 

ない 22 

合計 51 

 

 



 

 

 

【４】問３で「ある」と答えた方は、市がフェイスブックで情報発信をしてい

ることをどのような方法で知りましたか。（複数選択可） 

広報 ４ 

市ホームページ ８ 

ネット上でたまたま 13 

口コミ ０ 

市職員からの宣伝 ４ 

その他 

・検索。 

・Facebook の中で検索したら出てきたから。 

・曖昧な記憶ですが以前いなりんが facebook をやって

いた際に確かシェアしていた事から知った気がしま

す。 

・友人のシェアで 

・ニュースフィードで、豊川市のニュースが流れてき

て、いいね！しました。 

・豊川市宣伝部長 いなりんのフェイスブックが切欠で

閲覧してました。 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

以下の問いについて、これまで市のフェイスブックをご覧になったことがない方は、大

変お手数をおかけいたしますがアンケートご回答前に市のフェイスブック（ＵＲＬは通

知文中にあります）をご覧いただいた上でお答えください。なお、回答はすべての方が

対象です。 

 

【５】市のフェイスブックをご覧いただいた感想を教えてください。（１つの

み選択） 

よい 23 

まあまあよい 56 

あまりよくない ５ 

よくない ０ 

合計 84 

 

 

【６】市のフェイスブックの文章の量は適当でしたか。（１つのみ選択） 

適当だった 76 

文章が長すぎる ７ 

文章が短すぎる １ 

合計 84 

 

 

【７】市のフェイスブックで印象に残った記事があったら、そのタイトルを教えてくださ

い。（内容でも結構です） 

・市民大会写真がたくさんあって、様子がよくわかっ

た。 

・いなりんが、ゆるキャラグランプリに出る時 

・B1グランプリの記事 
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・市民体育大会が楽しそうな雰囲気がわかり、よかっ

た。 

・宣伝部長『いなりん』がゆるキャラ（Ｒ）グランプリ

に出馬するだリン。やはりいなりんが出ているとパッ

と目を引き、豊川らしさを感じる。 

・ぎょぎょランドや赤塚山公園の記事や写真は、ほのぼ

のとした感じがあり、市民の憩いの場です。動物との

触れ合いの中で、子供たちの情操教育にも役に立ち、

何回も行きたくなる癒しの場でもあります。子供だけ

でなく、高齢者にもほっとする場所で、大変ありがた

く思っています。 

・いなりんが担当の投稿全般が良いと思います。他に、

Ｂ１グランプリ関連、ゆる（JIMO）キャラグランプリ

関連、行事、祭り関連、歴史・文化・芸術などのイベ

ント情報関連、施設や公園などのリニューアル関連の

情報も良いと思います。 

・100歳のお婆さん 

・やはり地元の記事が載った部分は興味深く読みました

（ふるさと公園、御油祭りなど）「知らないイベント

がたくさんあるな」という印象で、豊川市民としては

このような書き込みはうれしいですね。 

・手筒まつり。写真がとてもきれいだったから。 

・小学生の子どもが夏休み５０円でバスに乗って色んな

所に行けるというのは大変おもしろい企画だと思っ

た。 

・保健センターからの発信の記事 

・路線バス探検キャラバン。息子が参加したので、参加

したイベントが記事になっているこを知ることが出来

た。 

・１００歳のお婆さんを訪問した記事 

・ジュニアリーダーズクラブ・デイキャンプが開催され

ました 

・子どもと参加した工場見学の記事、応募しようか迷っ

てやめたバス車庫の見学の記事。 

・いなりんの出陣式 

・いなりん 



・ぎょぎょランドのバックヤードについてと100歳にな

る方に花束を贈呈した事、市民体育大会 

・記事が無いのでは？ 

・こどもが小学生のため、小学校の行事の記事が良かっ

たです 

・豊川産の農産物「黄輪菊」豊川では菊の栽培農家が多

いのは知っていたが、この菊が黄輪菊とは知らなかっ

た。 

・「今年で数え100歳 笑顔が素敵なおばあちゃん」おば

あさんの笑顔が素敵でした。 

・テレビに出ていた耐震シェルターが、市役所で紹介さ

れていることを知りました。一度、本物を見に行こう

とおもいます。豊川の行事、出来事が身近に感じられ

ました。 

・あまり見る気がしない。興味が湧く、知りたくなる内

容ではない。 

・「豊川市の工場をバスツアーで見学」「かくれスポッ

ト！ひまわり迷路」「かくれスポット！蓮の花園」「豊

川市と豊川海軍工廠」「豊川産農産物のご紹介『トル

コギキョウ』」 

・今年で数え100歳 笑顔が素敵なおばあちゃん 

・天王小学校にドアラがやってきた記事。 

・いなりんの記事。 

・耐震診断と耐震シェルター。 

・過去記事では、豊川高校の甲子園出場の記事とか、今

回では豊川高校の水泳部の記事。 

・「プレイバックとよかわ 横綱・貴乃花の土俵入」 

「歴史を物語る西明寺の菩提樹」「世界へはばたけ あ

りがとう、７００いいね」（写真がいいね）「かくれス

ポット！蓮の花園」「華やかなおいらんが赤坂宿を練

り歩く」 

・カバー写真がキレイです。 

・ドアラが天王小学校に・・は動画まで見てしまった。 

・国府まつり 



・「ドアラ現る」ですね。見るまで知りませんでした。 

・天王小にドアラがきた記事。自分が天王出身だからテ

ンションあがりました。 

・図書館が小坂井にできたこと 

・８月に実施された親子での工場見学。市役所で市マイ

クロバスに乗り込むところを偶然見まして、どこへ行

くのかなぁと思っていました。記事が載っていたの

で、こういう活動をしていたんだとわかりました。 

・ドアラが天王小学校に来た内容。１００才のおばあち

ゃんの内容。 

・タイムラン。目で見る地域ニュースの感じで 

・敬老の日の訪問 

・敬老の方への市長訪問 

・豊川の手筒まつり 

・市民体育大会 

・「豊川にドアラが!!天王小学校ベース・ウォール贈呈

式」「救急フェア2014」「秋晴れの下、市民体育大会を

開催」 

・「天王小のベースウォール」・・・地元の話だから。 

「御津のヒマワリ迷路」・・・こんな素敵な物があった

なんてぜひ見に行きたかった。 

・「いつまでもお元気で」 

・「華やかなおいらんが赤坂宿を練り歩く」雨乞いまつ

りというものを知らなかったので。 

・イベント情報がほとんどで興味が今一わかない。 

・催し物の案内 

・「ゆるキャラ（Ｒ）グランプリ2014出陣式だリン☆」 

※出来るだけ毎日登録をしています。 

「豊川市総合防災訓練」「繋がる・伝える・広がる交

流」「豊川市の工場をバスツアーで見学」「豊川手筒ま

つりを開催」 

・秋晴れの下、市民体育大会を開催 

・東部小学校南校舎内覧会 



・「とよかわおみやげスウィーツカーニバルを開催♪」

「天平ロマンの夕べ」は毎年行きますが、今年は特に

とよかわおみやげスウィーツカーニバルなどで楽しく

過ごせました。 

・「とよかわおみやげスウィーツカーニバルを開催♪」

です 

 

 

【８】市のフェイスブックにおいて、どんな内容に関心がありますか。（３つ

選択） 

市の施策（例「各種施策の啓発」「新しい制度の紹介」） 18 

イベント情報（例「各種講座」「子ども向け催し」） 48 

季節の情報（例「花の見頃の紹介」） 19 

学校・保育園など子どもたちの取り組みの紹介 31 

スポーツ情報（例「駅伝大会や高校野球大会」「市内の

スポーツ大会の紹介」） 
14 

観光情報（例「地域のお祭り」「いなり寿司など土産紹

介」） 
26 

農産物情報（例「市の特産物の紹介」） ４ 

健康情報（例「健康啓発イベントの紹介」） 16 

文化情報（例「コンサート・演劇」「展覧会」「歴史・文

化財」） 
20 

防災情報（例「災害状況」「防災啓発」） 22 

市民活動の紹介 ６ 

いなりん関連情報 14 

その他 

・国際交流 
１ 

 

 



【９】市のフェイスブックにおいてどのような内容を新たに投稿していくとよ

いですか。ご提案などありましたら教えてください。（自由意見） 

・保育園や、小学校の行事の様子など。 

・市役所の星！市役所の職員の紹介。いなりんがいく！ 

豊川めぐりをいなりんがするレポ。部活紹介。市内の

学校の部活紹介。お店との提携をし、商品提供がある

企画。 

・一日の出来事で豊川市を代表する話題であった事。 

・イベント中心がよい。 

・各種趣味（音楽、絵画、写真など）の面白さを紹介す

るコーナー、高齢者や子供たちが元気はつらつとして

活動しているコーナー、お花の見ごろを紹介するコー

ナー（梅や桜、紅葉の見ごろと名所等）などを投稿し

てもらったりするとうれしいし、とても役に立つと思

います。特に、花の見ごろなどは時期が限られてお

り、1週間経過しただけで満開を過ぎてしまうことも

あるので、リアルタイムで見ごろを紹介していくと見

に行く人もうれしいし、参考になります。 

イベントのページをもっと活用して告知をしていった

ほうが良いと思います。 

https://www.facebook.com/city.toyokawa/events 

・今日初めて見たので、今後は見ることもあると思いま

す。その際意見があれば発信しますのでよろしくお願

いします。 

・見ていると、元から豊川市だった所の情報が多くて、

元宝飯郡の情報が少ないと思います。豊川市民でも中

心部のことやイベントは知っていても、元宝飯郡のこ

とはかなり分からないことが多いので、もう少し全体

を網羅した投稿の仕方のほうがいいと思います。 

・事件、事故情報 

・広報を貰っていない世帯でも Facebookは見ると言う

ことがあると思うので、子供が参加できるイベントや

学校の様子などをのせてほしい。豊川は市外、県外マ

マが多く、私も県外ママの1人で孤独になることもあ

るので、ママが孤独にならないための情報とかにも使

ってほしい。 

44 
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・いなりんがいつどこに出没するか 

・市の職員の日常、どんな仕事をしているかを紹介する

と面白いと思います。 

・現在自分自身が様々な事に悩んでいたりするので市の

無料相談とかが出来る日や場所などを載せていただけ

たりすると有難いと思います。広報などにも載ってい

るのかもしれませんが若い人達はそんなに目を通さな

い分、facebook などの SNSを有効に使えば新たな発

見や発展に繋がるような気がします。また、これも完

全に個人的な意見ですが犬や猫などの動物愛護に関す

る情報もあればいいかと思いました。 

・市民のボランティア活動の報告など‥。東北や広島へ

も豊川市民や市職員が出掛けている場合があるのでは

…? 

・小中学校の行事の記事や市内の祭りの様子 

・市役所で働いている方の一日。特別でなく、本当の何

気ない各部署の一日。 

・写真付きのグルメ情報があるとよい。 

・他行政もありきたりなので、考え付かない。 

・可能な限り写真を増やしたらどうでしょうか。 

・「広報」の主要ニュースを１～２点載せて欲しい。 

・ゲリラ豪雨や台風等で大雨になりそうな際の気象情

報。 

・自由に何でも発信して下さい。 

・特に思いつかない。いなりんに頑張ってほしい。 

・あまり魅力を感じません。自分の時代感覚がずれてき

たのかな？ 

・市役所職員の方の紹介。働いている部署の説明やイベ

ントの体験記等。 

・たのしい事 

・事前のイベント告知があるとよいですね。既にあった

らすみません。紙面の広報が手元にくるのがおそいと

きがあり締切間際とか経験上あるので。 

・お得な情報ものせて欲しい 



・豊川市内には素敵なカフェやお花屋さん、エステ・美

容院など女性の好きなお店がたくさんあります♪行っ

てみたいけど、どんなお店なのかな？どこにあるのか

な？どんなスタッフさんがいるのかな？そんな内容を

紹介して欲しいです！それから、病院もたくさんあり

ますが、どこに行くといいのか？わかりません。病院

の紹介もしてほしいです！ 

・各町内会の取り組みなど。地域で活躍されている、民

生委員や青少年健全育成の取り組みなど。 

・市民からの疑問に答える欄 簡単なＱ＆Ａ 

・豊川市にできた新しいお店情報！！ 

・外国の方との交流事業など 

・もう少し目立つようにしてほしい。また、学生でも興

味を持てるような内容を発信してほしい。 

・家庭内で眠っている不要品の売却に関する情報（売り

たい人、買いたい人それぞれが投稿できるように出来

ればいいかな。） 

・今のままでよいと思う。しいて言えば、もう少し動画

の数を増やすといいと思う。 

・写真だと一目瞭然で分かり易いけど動画だと見て楽し

さを感じる 

・働く人へのインタビューのシリーズ化（例えば農林水

産業従事者の方）。豊川市の歴史（1943年～2011年） 

浜松市は掲載しています。市役所の部署の紹介。市民

が身近に感じられるように。ゆるきゃらグランプリの

途中経過をレポート。最初だけ宣伝して、気が付いた

ら終わっていたみたいになっているような。 

・広報に載らないような事を投稿したらどうでしょう

か。例えば、市ではこんな事もやってますとか、裏方

紹介などはどうでしょうか。また、近い将来におこる

大地震に対して、このような事を準備検討してますと

か。 

・地方紙などにも載らない身近なところの催しや(出来

事)報告など 

・豊川市災害メールの役割を担う形式で、防災情報等も

配信されると良いかもしれません。 



・いろいろな分野での情報があるといいと思います。い

なりんももっと登場して欲しい。 

・フェイスブックの趣旨とは外れてしまうかもしれませ

んが、イベントの告知などもしていただけるといいの

かなと思いました。子どもからお年寄りまで楽しめる

企画はもっと市外の人にも知っていただいた方がいい

と思いますし、広報での告知だけより写真や画像があ

るので参加意欲がわくのではないかと思います。 

・見ておいて良かった！と思えるような情報があると定

期的に見たいと思います。例えばイベントの予告であ

ったとしても、他の広報では見られないような「ここ

だけの話ココが見どころ・オススメ」といった独自の

情報を付加して欲しいです。また、農作物であったと

しても、今が旬で「こういう食べ方がおいしい」「独

自の食べ方」というような情報があると定期的に見た

いと思います。 

・市政に関することは、広報により知らされている筈な

ので、市民活動や適宜投稿できる利点を利用したも

の。 

 

 

【10】市のフェイスブックにおいて、どのような企画をすると魅力を感じていただけま

すか。（複数選択可） 

シリーズ化した内容を定期的に投稿する 29 

市民から提供された写真や動画を投稿する 36 

商店街・企業と連携を図る 33 

閲覧者参加のコンテストを企画する 12 

懸賞企画 36 

その他 

・市民目線で豊川のイベントや市民活動、穴場スポット

を紹介する企画 

１ 

 

 



【11】フェイスブックでは読者の方がコメントを投稿したり、共感が持てる内

容に「いいね」を押す機能がありますが、こうした読者の反応に関心を

持ちますか。（１つのみ選択） 

持つ 34 

持たない 31 

わからない 19 

合計 84 

 

【１2】  問11で「持つ」と答えた方は、その理由をお聞かせください。（複数選

択可） 

「いいね」の数で、興味がある内容かなどを判断してい

るため 
15 

コメントを読んで、興味がある内容かなどを判断してい

るため 
12 

他の読者のコメントを読むと自分の気づかないことを教

えてくれるため 
21 

その他 

・他の読者の関心度がわかるため 
１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【１3】  市のフェイスブックを利用するには、登録する必要があります。登録

すると、市のフェイスブックを日常的に閲覧できるようになります。

登録をして市のフェイスブックを今後利用していただけますか。 

はい 46 

いいえ 38 

合計 84 

 

 

 

【１４】  問12で「いいえ」とお答えになった方は、その理由を教えてください。 

（１つのみ選択） 

登録が難しそうで面倒だから ５ 

投稿内容に興味がないから ３ 

日常的でなく必要な時に投稿が見たいから 16 

フェイスブック自体がわかりにくいから ８ 

その他 

・今のところ必要を感じないからです。 

・今後もフェイスブックを利用する気がないから 

・facebookを登録していない。 

・フェイスブックに登録したくない 

・facebook の利用により、個人情報流出の危険（NSA その他

の自動監視の対象） 

・登録すると個人情報が心配 

６ 

合計 38 

 

 

 

 

 



【１５】  その他、市のフェイスブックについて、ご意見・ご要望などありましたらお聞か

せください。（自由意見） 

・いつも、楽しく拝見しています。いなりんが出てくる

と、よりワクワクします。 

・豊川市の身近な話題・スポット・人をリアルタイムで

知る事が出来るので、今後家族・友人等と話題にして

いきたいと感じました。 

・フェイスブックはどうも危険な印象があり、登録を迷

う。 

・フェイスブックというものがどういうものかをよく知

らない人も多いと思います。どのようなもので、どの

ように利用するのか。入門編からスタートして市民に

周知してもらうことが肝要と思います。パソコンの利

用者はかなりいると思いますが、携帯電話を持ってい

ない人も少なからずいます。フェイスブックの登録の

仕方や便利機能なども教えてください。携帯電話がな

いと利用できないのか、パソコンのみでも利用可能

か、重要事項や、注意事項などもあわせてお聞きした

いです。 

・グループページだけでなくイベントページも活用して

豊川のお祭りやイベントを PRすると良いと思いま

す。 

https://www.facebook.com/events/upcoming 

いなりんのアイコンは小さく表示される状態では見づ

らいので、文字等はカットして顔（または全身）のイ

ラストだけにしたほうが、見やすくなると思います。 

・市のホームページのフォトギャラリーの写真と

Facebook の写真が同じことが多いので、重ならない

ようにしたほうがいいと思います。Facebookで見て

いる人はホームページも確認している人が多いので。 

・とてもいい企画だと思います。これから楽しみに閲覧

していきたいと思いました。 

・頑張って下さい。 

・予算を必要とせず、職員の足のみで、リアルタイムに

広報できるので、もっとアグレクジブに活動して欲し

い。 
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・facebook やってますと言うことを広報や市役所など

でもっと伝えていったほうがいいと思う。そうすれ

ば、豊川のことをたくさん知ることが出来るから。 

あと、イベント後の投稿も大事だと思うが、イベント

前に参加を呼びかける投稿もやってほしい。 

・以前私もタブレットでフェイスブック登録を試みて上

手くいきませんでした。 

・ＰＣ私の携帯電話に画像のみ詐称されＰＣのウィルス

バスターにて防御され事なきを得ました。ｃｃネット

のスタッフの協力にてパスワード、ＩＤを変更致しま

した。その節にお世話になりました。閲覧のみなら簡

単ですが登録はリスクが？ 

・きれいな写真が多く、写真を見て、どんな記事か見た

くなるものがいくつかありました。 

・質問９にも書いた通り若い人達にも見てもらえば様々

な視点での発見や発展に繋がると思うので若い年代の

人達が興味がわくような内容を取り入れたりすれば良

いのかなと思います。 

また若い人達関係になりますがお年寄りなどの行方不

明の情報も載せれば放送とプラスして幅広くに広がり

事件や事故も防げる確率も増えると思います。あと、

豊川市の求人誌に載っていないような求人情報なども

あったらいいとも思いました。 

・今は何も投稿されていませんが魅力ある内容を継続的

にする必要があると思います。 

・市の宣伝など、地域の交流も大事ですが、税金を収め

ているためどのように税金を使っているのか簡単に市

民に分かりやすく閲覧してほしいです 

・登録しなくても見られるとうれしいです。 

・これから度々見て、考えたいと思います。 

・個人情報が名前で特定されるため、トラブルがあった

場合に怖い。 

・現状の情報で、市の魅力を伝えることはできない。 

・facebook 登録したがよくわからないから、今回のア

ンケートに対して十分な回答ができなかった。 



・【13】ですが、豊川市役所が facebookを始めたころか

ら登録して閲覧していました。みてみンも開始初日か

ら利用していますが棲み分けがよくわかりません。フ

ェイスブックは豊川市の PRに利用したらいいかなと

思います。 

・Twitter と連携して、広島のような豪雨があった際に

市民自らが RTなどで状況情報を書き込みできるよう

にし、防災意識を高める方向にもっていったほうが良

いかと思います。民間気象会社から何度も豪雨情報を

得ていながらも、深夜という事もあり市民に周知でき

なかった広島のような災害を豊川で起こしてはなりま

せん 

・最近は、あまりニュースフィードで豊川市のニュース

が流れてこなくなった気がする。とりあえず、今のま

まで良いと思う。特に、不満はありません。 

もう少し活性化されてもよいかもしれませんが…。具

体的には、わからないけど、とにかく、豊川市の色々

なニュースを投稿して。いいね！を教えてもらえる人

をたくさん増やしたほうがよいと思います。その方

が、情報の伝達がより速やかに、拡散するような気が

します。 

・あまり興味を感じる事が出来なくて申し訳ありませ

ん。 

・フェイスブックは個人情報がいっぱい入るので特定で

きてしまうところが怖い。なので市の情報はフェイス

ブックよりホームページに載せて欲しい。 

・初めて見ました。 

・豊川ならではの何か目玉を持ち、皆さんに広まるとよ

いですね。 

・今の若い方は、ラインをはじめフェイスブックなど

も、スマホでよく利用されているようですので、有効

な情報発信だと考えられます。逆に、ご年配の方は広

報などよく読まれているようですので、世代にあわせ

た情報発信だと思います。 

・市のフェイスブックは、毎回更新されるたびに写真が

掲載されているので、どのようなことが行われたのか

一目でわかるのでいいと思います。また、時々動画が

あるのでさらに状況がつかみやすいと思います。 



・facebook や LINEは個人情報の登録と友人とのひも付

き、連鎖が特徴のメディアですが、意図しない情報拡

散や、炎上、見知らぬ人とのトラブルなどの危険性と

隣り合わせです。情報の発信は、ホームページか、せ

いぜいブログ、twitterで十分な気がします。ＳＮＳ

を使い込むと、断片的な個人情報が自分の知らない間

に、ロボットプログラムでデーターベース化され趣味

趣向で分類され、商用ＰＲのターゲットとされたりし

ます。古臭い考えかもしれませんが、潜在的な危険性

とメリットをきちんとＰＲすべきと思います。 

・小坂井地区に住んでいて、豊川のことがよくわからな

いので、これまでは、広報のみの情報でした。これか

らは市のフェイスブックを見るとわかると思います。

ほかの合併地区の人もそうだと思うので、大勢の人に

見てもらうとよいと思います。 

・内容、文章が堅くって読みつらいものより、わかりや

すくて親しみのわく内容だといいです！ 

・気持でやりたいと思いますが、体（加齢現象で）が付

いていけるか？ 

・ゆるキャラグランプリが、動画で見ることが出来た

が、やはり楽しく閲覧できた。写真もそれなりに良い

が、動画をたくさん盛り込んでほしい。 

・フェイスブックという物自体初めて見たのでよくわか

らないのですが情報提供の場としての物ならもっと動

画を取り入れた方が興味をそそるし、閲覧者をふやし

たいならやっぱり身内からという事で、身近な人が写

っているとかそういうかんじで地域密着型を展開して

いくと良いと思います。 

・基本データの情報が少ない。イベント情報とか運用ポ

リシーなどを載せてみては。浜松市の facebookペー

ジが参考になると思います。イベントは少し早めに告

知して、報告はタイムリーにしてほしい。気軽にコメ

ントできる雰囲気があるとよいと思います。コメント

をする記事がほとんどないのは残念です。勝手な意見

ばかりで申し訳ありません。ほぼ毎日投稿されるのは

非常に大変だと思いますが、これからも投稿を楽しみ

にしています。頑張ってください。 

 



・フェイスブックの利用方法の講習会を実施し、興味を

向上させる。 

・豊川市の facebookへの意見とは異なり、いなりんの

サイトにて記載します。友達登録により非常に親近感

を感じておりました。しかしながらサイトの友達登録

機能を介し、知らない方々の情報配信については危険

性も感じておりました。管理者側としては色々と御苦

労されたと思います。再開された事を知らないユーザ

は多いと思います。豊川市の facebookのイイネ欄に

いなりんのリンクサイトを登録されては如何でしょう

か。市のマスコットとして此れからも可愛がられる

様、頑張って欲しいです。 

・フェイスブックより Yahooなど、検索エンジンで市の

情報を得ることが多いので、フェイスブックを見る機

会がないので、あまり重要性を感じないです。 

・フェイスブックは実名登録のおかげで、いいことも悪

いことも投稿されることがあると聞きました。そうな

ると面倒なので今後も登録はしないつもりです。 

・若い方にはフェイスブックは効果的でなじみやすいも

のだとは思います。しかし、パソコンになじみの少な

いお年寄りの方には閲覧は難しくわかりにくいと思い

ます。フェイスブック自体はメジャーになっています

が、豊川市のページ自体は広報活動が少ないので実際

活用できているのか不思議です。 

・イベントの結果についても見たいですが、もっと予告

をしてほしいです。 

・あくまで一部の人が見るものでしかないので広報的な

要素のものは排し、市政とは離れた市民生活を豊かに

するもの等にすべき。あまり注力しなくても良いので

は。 

 

※ 自由意見について 

誤字などで読みにくいと判断した箇所は訂正させていただきました。また、この

アンケート内容と直接関係の無いご意見は掲載を省略させていただきました。 

 


