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□アンケート実施期間：平成２５年７月１０日から７月３１日まで 

□回収率：８６人／１００人 

□年代別構成比 

10代 
男 1 

2 
女 1 

20代 
男 2 

12 
女 10 

30代 
男 7 

24 
女 17 

40代 
男 5 

16 
女 11 

50代 
男 6 

15 
女 9 

60代 
男 10 

13 
女 3 

70代 
男 2 

3 
女 1 

80代 
男 1 

1 
女 0 

合計 
男 34 

86 
女 52 

 

 

 



 

「市の広報活動に関するアンケート」（回答数単位：人） 

 

①・市に関する情報はどのような方法で入手していますか（いくつでも選択し

てください） 

広報「とよかわ」 82 

市ホームページ 60 

ポスター・チラシ 23 

市政ＰＲコーナー（プリオビル５階） 3 

とよかわ市政だより（ケーブルテレビの番組） 6 

とよかわ Good Choice（ＦＭラジオ放送） 0 

市の Facebook、Twitter 11 

新聞 31 

テレビ・ラジオ 3 

家族や知人から聞く 20 

町内会回覧 50 

入手していない 1 

その他 5 

・みてみン！（４人） 

・防災無線 

 

 

②・今後、力を入れてほしい情報発信の方法はありますか（３つ以内で選択し

てください） 

広報「とよかわ」 57 

市ホームページ 58 



ポスター・チラシ 14 

市政ＰＲコーナー 3 

とよかわ市政だより（ケーブルテレビ） 2 

とよかわ Good Choice（ＦＭラジオ放送） 0 

市の Facebook、Twitter 15 

町内会回覧 23 

電子掲示板などデジタル広報媒体 6 

テレビやラジオの番組・ＣＭ 1 

特に無い 7 

その他 1 

・みてみン！ 

 

 

③・日ごろの暮らしの中で知りたい市の情報はありますか 

各種届出・手続き 22 

公共施設の所在地・利用案内 12 

市の施策・計画 14 

市の財政状況 5 

福祉（高齢者・障害者） 14 

健康・医療 23 

出産・子育て 22 

教育 11 

防犯・防災 21 

イベント・祭り 33 

住まい・道路 9 



文化・スポーツ 6 

講座案内 23 

歴史・文化財 2 

観光・産業 12 

公共交通・コミュニティバス 7 

農業・食育 7 

ごみ・リサイクル・環境 13 

まちづくり 3 

特に無い 2 

その他 1 

・住んでいる近くで火災があったときに知らせて欲しい 

 

④・今までに市のホームページをご覧になったことはありますか 

はい 82 

いいえ 4 

合計 86 

 

 

⑤・「はい」と答えた方に伺います。市ホームページをご覧になった時、欲し

い情報はすぐに見つかりましたか 

情報がすぐに見つかった 42 

情報を探しにくかった 37 

情報が見つからなかった 2 

無回答 5 

合計 86 

 



 

⑥・「情報を探しにくかった」と答えた方に伺います。探しにくかった理由を

教えてください。 

トップページが分かりにくい 8 

検索がしづらい 15 

情報に到達するまでのクリック数が多かった 18 

その他 5 

・項目の分類が分かりにくい 

・全てではないが、探し物によっては、クリック数が多い 

・無料健康診断の日程を市ホームページで探したが、探せなかった 

・ホームページ移転でアドレスが変わっていて見つからないことが多い 

・パソコンに慣れていないため、画面を見ても迷ってしまうのかと思いまし

た。検索したかったのは講座の申し込みをしようと思ったときです 

 

 

⑦・市ホームページの各ページのレイアウトや情報量について、どう思います

か 

情報が整理されており、見やすい 25 

情報が整理されておらず、見にくい 17 

情報量が多い 3 

情報量が適当である 19 

情報量が少ない 12 

特に問題ない 13 

 

 

 

 

⑧・市ホームページの更新スピードについて、どう思いますか 



適切である 68 

遅い 12 

無回答 6 

合計 86 

 

 

⑨・市の Facebook、Twitter をご覧になったことはありますか 

はい 16 

いいえ 70 

合計 86 

 

 

⑩・「ある」と答えた方に伺います。市の Facebook、Twitter で面白かった内容

を教えてください 

イベント・お祭りの報告 11 

市の政策・取り組みの紹介 1 

季節の情報 2 

イベントなどの告知 3 

市制施行70周年事業の情報 5 

Ｂ-１グランプリの情報 8 

その他 1 

・連絡形式でおもしろみがない 

 

 

 

 

 



⑪・ＦＭ豊橋で、毎週金曜日の12時15分「とよかわ Good Choice」という市制

番組を放送していますが、聞いたことがありますか。 

はい 3 

いいえ 25 

放送していることを知らない 58 

合計 86 

 

 

⑫・ケーブルテレビで「とよかわ市制だより」という番組を放送しています

が、ご覧になったことはありますか 

はい 9 

いいえ 36 

放送していることを知らない 41 

合計 86 

 

 

⑬・広報「とよかわ」を読んでいますか 

毎号読んでいる 73 

ときどき読んでいる 12 

ほとんど読まない 1 

読まない 0 

合計 86 

 

 

⑭・広報「とよかわ」で改善したほうがよいところはありますか（３つ以内で

選択してください） 

イベントの情報をもっと掲載する 38 



行政情報を分かりやすく説明する 33 

市民の声や活動をもっと紹介する 27 

特集などのテーマをもっと掘り下げる 13 

写真やイラストを増やす 3 

活字をもっと大きくする 6 

記事の並べ方を工夫し、見やすくする 9 

ホームページと連動させる 23 

ページを減らす 3 

ページを増やす 5 

フルカラーにする 1 

クイズやまんがなどを入れて、親しみやすくする 3 

愛称やイメージキャラクターを決めて、親しみやす
くする 

6 

デザインやレイアウトを見直す 11 

特に無い 8 

その他 3 

・現在の色彩も悪くはないが、予算があれば一部カラーで取り上げたらもっと

興味を持って目を通す人が増えるのではないかと思います 

・町内会には入らないと見られないのはちょっと問題が出てくる 

・蒲郡市や豊橋市の広報より情報や全体の明るさが少ない気がする。もの足り

ない 

 

 

⑮・広報「とよかわ」で充実または新しく取り上げて欲しいコーナーはありま

すか（いくつでも選択してください） 

市民を紹介するコーナー 6 



市民からの投稿や身近なニュースを紹介するコーナ
ー 

30 

市民が編集員となって広報紙面を作るコーナー 6 

市の歴史・文化財を紹介するコーナー 22 

健康法などを紹介するコーナー 25 

防災・防犯などについて紹介するコーナー 37 

市役所の業務を紹介するコーナー 25 

協働に関する取り組みを紹介するコーナー 4 

イベントをカレンダー形式で紹介するコーナー 36 

クイズやまんがなどの遊べるコーナー 10 

図書館の情報を紹介するコーナー 27 

食育・地産地消を紹介するコーナー 24 

特に無い 3 

その他 5 

・育児コーナーを充実してほしい 

・新装オープンのお店の紹介 

・苦情コーナー（市民の声、目安箱） 

・市民の意見から具現化された事例を紹介する 

・高齢化社会への対応 

 

 

⑯・広報「とよかわ」で充実または新しく取り上げて欲しいコーナーについ

て、具体的なアイデアがありましたらお聞かせください 

・プチ健康塾というようなコーナーを設け、熱中症予防や、肩凝り解消体操な

どを紹介 

・問15と被るが、紙面の関係でページが割けない場合 HP とのリンクを解りや

すく張る。→アドレスとQRコードなどを併用すると若い世代により HPを活

用してもらえるのでは？ 



・思いの他、外の地域の方に教えられる豊川の名所やイベントの紹介（HP から

でも探し難い） 

・市役所の各窓口ごとに問い合わせのアドレスを設ける（電話などだと時間に

制限がある為、また電話で聞くまでもないが確認したい用件等の問い合わせ

などに） 

・広報豊川の最終ページ付近に毎月の音楽情報等が掲載されていますが、もう

少し大きな活字で読みやすいようにしてほしいです。超高齢化社会となって

おり、少しはページ数が多くなっても読みやすいことが読者市民にとってと

てもありがたいことだと思うからです 

・市役所業務を、探検隊が行ってそれに応えるような内容にしたらわかりやす

いと思います 

・投稿写真がたまに古いものがでているが、投稿から反映されるまで時間がか

かるのだろうか？SNS を使って、投稿してもらうのもいいと思う 

・講座の募集案内が掲載されている。その講座に参加した人の感想など、載せ

て欲しい。どんな魅力がある講座か、案内だけではわからない。その講座

が、本当に必要な市民に届いているか、疑問 

・ヨガとかバランスボールとかの健康法はどうでしょう？ 

・日頃からやれる防災、防犯対策法など、少しずつを毎号載せて、意識を高め

られたらいいと思います。なんとなく見ていても、必ず目が止まる項目だと

思うので、少しずつ知識を増やしていけるようなコーナーが、あったらと思

います 

・ママサークルを取り上げたり、Q&Aなどを設けてほしい。 

・市民から市役所の業務に対する苦情の紹介とそれに対する措置対策の表明コ

ーナーや、市民から市役所の業務に対する感謝の言葉の紹介。デパートやス

ーパー等にみられる「お客様の声」投書箱のような機能をイメージしていま

す 

・見開きで、まんがを用いた防犯講座 

・クロスワードとか間違い探しみたいなのが１コマあるとか、読者モデルみた

いな人を応募で募って豊川の店を紹介してるようなコーナーとかあると面白

いかも 



・図書館について、新聞等で話題になっている書籍等を購入した場合、市民に

分かるようにＰＲをお願いしたい 

・市民からの投稿や身近なニュースを紹介すると良いかと思います。市と市民

とのコミュニケーションが取れると思っております。もう１つは市役所の業

務紹介。「豊川市役所ではこのような事をやっております。」とアピールした

方が良いかと 

・写真などが多いと見やすい！見出しを大きく！ 

・四季折々のテーマで、豊川市の魅力を情報・マンガ・クイズでリンクすれば

子どもからお年寄りまで情報を共有出来るのではないかと思います。振興住

宅も増えて来ているので、若い世代にも「豊川市の今と昔」を伝えていくと

良いと思う 

・子どもにお勧めの図書を紹介するコーナー、子どもと楽しめるイベントの情

報がたくさんあると助かります 

・市への苦情などを募集？してほしい 

・多くの人は、手続きなどで訪れる課くらいしか、市役所と直接関わりがない

のでは。だから、訪ねることがないような課や、あまり知られていないよう

な課、仕事を紹介したらいいと思います。裏方さんに感謝できるし、市政に

興味を持つきっかけになれば、幸いです 

・①健康増進に取り組む町内会の紹介、②市民の市役所 各課（職場）見学、③

話題になっている図書の紹介、④食育・地産地消コーナーで取り上げた物品

のプレゼント 

・忙しい人は、必要な情報が分かりやすい並びで、雑多にしないほうがいいと

思う。読み物として楽しませるなら、広報とは別で、挟んで配布するくらい

にして欲しい。余計な情報が多いと、必要なものが探しにくいです 

・市役所の業務を、市役所内のレイアウトと連動して紹介していただけると、

用事があって市役所に立ち寄る際に迷わず目的の課に行くことができるよう

になります 

・豊川市について SNS に投稿された生のコメントを掲載してみるなど 

・広報をファイル保管したときに記事を探しやすいように切りかけの見出し風

に出来ないか 



・子供からお年よりまで、幅広い年代に読んで頂けるような、年代に合うそれ

ぞれのページ。次の広報『とよかわ』が、読みたくなるような、企画。子供

向けの１ページ 

・国、県、市、民間（企業など）の行事予定も上記にあるようにカレンダー形

式で向こう１月程度のスケジュール表を記載する。例：自衛隊行事、警察行

事、学校行事。 

・図書館の休みを知りたい 

・記事にＱＲコードを貼り付け、関連するＨＰや動画が見られるようになると

おもしろいと思う 

・市の歴史、文化財などの紹介は、そんなに詳しくなくても、例えば市外の知

り合いに豊川市を紹介する時の知識として、知っていると話ができていいな

と思います。実際、豊川市に住んでいても知らないことが多いので。市役所

業務については、合併により、一宮だったり音羽だったりに移った業務も含

めて、市民のためにどこでどんなことをやっているのか、わかりやすく紹介

するコーナーなどがあるといいと思います 

・農協とコラボして、特産品の意外な料理仕方や特産品の特徴を紹介する 

・地域・市民によって防災に対する意識や備えがずいぶん違うと思います。地

域や市民の防災に対する備え・訓練状況などを取り上げ紹介することで、市

民一人ひとりの意識を高めていくことが大切だと思います 

・豊川は稲荷関係（いなりずし・稲荷で売っている箱菓子）以外の土産物や特

産品が手に入らないように思えます。帰省するときにいつもそう思います。 

ずっと豊川に住んでいる方に聞いても、これという答えが出ないようです。 

きっと知られていないだけでがんばっているメーカーさんや作り手がいらっ

しゃるはずなのでぜひ取り上げてほしいと思います。11月には B-1グランプ

リも控えていて、各地からたくさんの方が来てくれるのでその人たちにも豊

川を知ってもらえるチャンスだと思います 

・音羽町時代の広報の方が、中身が充実しており、とても面白かった。毎回、

全ページ読んでいました。豊川市になって、役所的な通り一遍の文章の比率

が多く、おもしろくないです。ベンチマーキングして、中身を改善される

と、よりよいものができるかと思います。(ちなみに、広報として伝えたいこ

とは、音羽町、豊川市、同じです。) 



・児童館の情報や乳幼児の情報ものせてほしいＢ―１がどんな様子で進んでい

るかなど、更新したら面白いのにと思う。ボランティア募集ばっかで、どん

な感じで楽しくやっているのか、よく分からない。子どもがいると、無理か

なぁと思ってしまう 

・美味しいご飯屋の情報等ほしいです 

・今、取り組んでいることなど分かりやすく教えてほしいです 

・地産地消に関して、地元豊川で取れる野菜の紹介（種類・食べごろの時期・

調理方法等）をして欲しいです 

・色々な病気の予防方法など 

・豊川の歴史、豊川にある施設、公園など小中学生でも分かる様な言葉で書い

てあると家族で見られるし、子供も自分の住んでいる町について知る事が出

来て豊川についてもっと知りたい！もっと好きになると思います 

・市民カレンダーは、空欄が多いので、イベント等を掲載するとよい。イラス

ト写真が多くあるので、見直しするとよい。表紙写真は、注目度の高い場所

であるので、もう少しカラーを取り入れてもよいのでは。発行頻度は、検討

されていると思いますが、月１回にしてもよいのでは。 

・蒲郡市、豊橋市から豊川市に引っ越してきて８年たちますが、住んでいる付

近を地名で言われてもいまだにわからないでいます。(例えば諏訪はどこから

どこまでか等)豊川市は広いので○○町と言われても場所の見当がつかず、出

かけるのを辞めてしまうぐらいです 

・計算の根拠（例えば高額医療費の計算方法など）が市ホームページに掲載さ

れているかもしれないが、探し出せなかった。広報には詳細計算方法を掲載

する必要はないが、HPには各種計算方法が掲載されていることを、広報にア

ドレス付きで掲載する。H25年度国民保険料は決定していると思うが、HPに

は未掲載。決定しだい掲載すべきである 

・福島原発事故に由来する放射性物質の汚染状況について、健康・防災という

意味から、現在の豊川の状況を知らせていただきたい。例えば浄水場の汚泥

の放射性物質汚染レベルの推移や、給食については許容値以下ではなく何ベ

クレルかを知らせて欲しい 


