
第第第第1111回回回回ｅｅｅｅモニターアンケートモニターアンケートモニターアンケートモニターアンケート「「「「市広報紙市広報紙市広報紙市広報紙「「「「広報広報広報広報あんじょうあんじょうあんじょうあんじょう」」」」についてについてについてについて」」」」
実施期間：平成24年6月15日～25日、回答者数514人
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市の情報は、主にどの媒体から入手していますか？(複数回答可)
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(口コミ)

(ツイッター)

(新聞やテレビ)

(公民館等公共施設での掲示)

(ケーブルテレビ（キャッチ）やコミュニ

ティＦＭ（ピッチＦＭ）)

(町内回覧板)

(市公式ウェブサイト（ホームページ）)

(広報あんじょう)

どのくらいの頻度で読んでいますか？

市広報紙市広報紙市広報紙市広報紙「「「「広報広報広報広報あんじょうあんじょうあんじょうあんじょう」」」」についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします
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(その他)

前問で「たまに目にした時だけ読んでいる」「全く読まない」と回答された人
に伺います。普段読まない理由は何ですか？(複数回答可)

2世帯になって1通しか届かなくて見れなくなったから

いつ届くか知らないから
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(以前読んだ時面白くなかった(面白くな

かった内容をその他へ入力してください))

(市の情報は今の生活上必要ない)

(家に届いているのを知らない)

(家族の誰かが読めばよい)

妻が読んで片づけてしまった時は読まなない

届いた時が暇だったら読む

母屋にだけ届き、自分の家には届かないのであまり見る機会がない。

特に必要性に迫られていないので、時間にゆとりのある時に読んでいる

時間があれば見るようにしている

離れに住んでいるので、時々しか目にしない。

暇な時に読む

企業にも配布してもらいたい

興味のわいた内容のみ読んでいる

広報誌が目に付くところにあれば読んでいるので、探してまで読まないか
ら。

読む時間が不足している。紙面のレイアウトが見難い。

読む習慣がついていないだけ。読み忘れてしまう。



ページ数はいかがですか？（平成23年度は平均22ページでした）

文字の大きさはいかがですか？
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今年4月からの表紙の印象はいかがですか？(全面写真にしました)
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よくご覧になるコーナーはどれですか？(複数回答可)
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(元気っ子アルバム)

(ちょっと教えて)

(健康ガイド)

(フォトでクイズプラスエコ)

(市民のひろば（市民伝言板・わたしの望遠

郷・ほっとタイ夢・輝いてます・町内探検隊）)

(市からのお知らせ（情報ワイド・情報ボック

ス）)

(特集)

特集は、写真を多く大きく用いて、見やすい・分かりやすいレイアウトを心がけていますが、いか
がですか？
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特集以外は、ページ数が増えないよう簡潔にまとめ、写真を使っています
が、いかがですか？

昨年度の広報紙1部あたりの単価は36.8円でした。この価格からみた広報
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写真を少し増やしてほしい
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昨年度の広報紙1部あたりの単価は36.8円でした。この価格からみた広報
紙の満足度は10点満点中何点ですか？
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今回今回今回今回のアンケートについておのアンケートについておのアンケートについておのアンケートについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします

アンケートへの回答はいかがでしたか？(複数回答可)
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　安城市の歴史や　市から受けることのできるサービス　市民として活動しなければいけない
ことがよりよくわかる広報あんじょうを作っていって欲しいです　老眼になると活字離れがはじ
まります　簡潔にまとまった文章と単色刷りでも理解可能な写真　イラストが望まれるかと思
います。このアンケートで　人数が少ないアンケートの時　設問回答選択肢にその他を入れ
て自由に書く項目を作ると面白い意見を見ることができると思います。

　私は後期高齢者に一員です。視力の低下が顕著になり文字サイズの小さい記事は、読む
前から意欲なしです。つまり読みません。高齢者の増加に対応した編集を今後も続けていた

 だきたいと存じます。
 　『読むよりも一見【写真）』写真記事の多いのは歓迎です。

　このアンケートも文字が大きくて読みやすかったです。

　毎月１日号（カラー版）に掲載の人口・世帯欄を興味深く見ているが、掲載場所が一定でな
いのが気になります。１時表紙の裏側に掲載されていましたが、毎号同じところに掲載してく
ださい。１５日号も表紙がカラーだとよいと思うのですが、予算（？）

 ＊50代?60代向けに素敵な女性の生き方をされている人を紹介する。
 ＊地域の活性化の平均化を目的として、各町内会の活動を紹介する。

＊デンパークの内容がマンネリ化していてつまらないです。

「かりや市民だより」「広報あんじょう」両方読んでいますが「かりや・・」を真似てカラーにする
必要はありません。比べなくていいです。

「健康コラム」「ちよっと教えて」は嬉しいが「元気っ子アルバム」は必要でしょうか？

「南吉コラム」や特集・講座の内容によっては子供にも見てもらいたいと思いますが、文字が
小さい、絵・イラストが無い等と中々興味を持ってもらえません。内容によっては子供にも見て
もらえるような工夫があるとうれしいです。

『町内会便り』の様な身近な情報（町内会の自慢でも可）ある程度のページを割いても、なる
べく多くの町内会を掲載して欲しい。

 ・安城の歴史をもっと紹介していただきたい。特に昔の写真を掲載してほしい

 ・価格からすれば情報量が多く満点(10点)。
 ・インターネットでも見れる様にしたらどうでしょうか。

・市長や議員や議会の活動を紹介するコーナー(ページ)も設けたらどうですか。予定表を簡
単に入れるとか。限られた方の活動しか目にできないので。いろんなところへ視察も行ってま
すよね。安城市が優れている点、学ぶべき点など興味があります。

 ・催しが簡潔に書かれていて読みやすい。
・情報が沢山のっているのでよい。

・情報ボックスは項目が多いので見にくい。項目は色を付けるなどしたら、見たい箇所がすぐ
  に分かると思うが。

 ・特集のページすべてではないが、上部の白紙部分が５センチもありもったいない。
 ・設問に対する答えが限定されている。特集は、・・・・の回答は記載の４個だけではないと

　思う。

・相談窓口が毎月変わることが無いのならば、HPもしくは4月10月など節目の時のみ掲載す
 ればよい。

・業者の広告を入れて広告料をもらえば、単価を下げれるのでは？

広報紙に対する意見がございましたら、自由にご記入ください。



 ・毎回デンパークの記事があるわりには、クーポンが少ない気がする
 入館券もいいが、中で使えるクーポンを年に２回ほど載せてみてはどうかと思う

 ・何気なく見ているので見落としもいくつかあるのが実情
 内容によっては地域ごとで分けて掲載すると見る意識がかわってくると思う

 ・いけないことだとは思うが、議会の内容をスルーしてしますうことも
もう少し興味がもてる書き方を検討してもらえるとうれしい

１、広報紙及び、差込は、全てファイルしており「穴」は必ず開けておいてほしい。

１０代の若人も興味を持つように、市内の学校の部活動を紹介してほしいです。

 １部で３６円もかかっているなんて知りませんでした。他市も同程度なのでしょうか？
素人考えで申し訳ないですが、新聞の１部１００円と比べると割高な気がしてしまいます。

4月から安城市民になったばかりだから、広報誌の情報を楽しみにしていたり、頼りにしてい
 る。

札幌市の広報誌（区ごとに内容は差し替わっている）と比べて、イベントの情報や市民活動等
の報告が少ないと思った

6月15日号の主な施設ですが、字が多くて見にくいです。表になってると利用料や、利用時間
 が見やすいとおもいます。

eモニター登録を切っ掛けに今後は出来るだけ広報誌・安城市ホームページ等、効果的活用
を図っていきたいと考えております。

 HPで確認が出来るので、インターネットが使える世帯にとっては広報紙は不要な感じもする。
インターネットが使用出来ない人や自分からは情報収集しない人もいる為、全世帯へ情報を
確実に伝達できる方法ではあるが、毎回配達に掛る人件費や広報誌のお金がもったいなく
感じてします。

webで見たいという人には、メールだけ配信して、紙での配布をやめて経費を削減し、紙配布
を選択した人には特典を与えてはどうか。

 あまり広報誌の魅力を感じない。必要ない記事やページが多い。無駄。
 その分の費用をけずれば、もっとほかの必要な事ができるとおもいますが。

 いつもありがとうございます。
これからも地域特有の情報待っております。

いつも楽しく読ませて頂いています。項目ごとに、ページの色を変えるなどしてもらえたらもっ
とわかりやすくなると思います。（広報誌の単価が上がらない程度に）

いつも楽しく読ませて頂いてます。

いつも楽しみにしています。幼稚園の紹介などあればいいと思います。

いつも楽しみにしていますよ

 いつも楽しみにしてます。いろいろな年齢層に
 読まれるように、分かりやすく表すのは大変でしょうが これからも頑張ってくださいね。

いつも工夫されていて感心します。

いつも市県民税や確定申告の説明など、わかりやすく、お金のやりくりの計画が立てやすい
ので助かっています。

いつも必要な情報ばかり載っているわけではないけど、無くなると困ります。子供が読んで安
城のことについて少しはわかるような子供向けのコーナーもあるといいと思います。

 イベント情報などは、もっと早めに書いて欲しいです。



イベント情報を増やしてほしい。

いろんな情報が載っているので、読んで損はないです。

エコ情報など役立つ情報コーナーがもう少し多くても良いと思う。

お金に関わってくるので難しいですが、カラーの写真や文字の色を増やしたりとパッとめに目
 に飛び込んでくる配色があると興味が湧き関心が少しでもいくのかと思いました。

以前、一般の方の料理が載っていたかと思いますが、地元の野菜を使った簡単料理レシピ
コーナーとか、ちょっと広報にふさわしいかわかりかねますが、占いコーナーとかあると興味

 がわく人もいるかもしれませんね。

 お知らせをまとめてほしい

カラー写真を廃止して、単価を下げてください。私の勤務先では、カラーコピーすら禁止です。

きっと一人暮らしの若者で読まずに捨ててしまっている人も多くいると思う。でもどういう人が
読んでいてどういう人がいらないのかもわからないし、いつも捨てているが必要な時には読
むという人もいると思う。なので広報はいるかいらないかというと、お金がかかっても必要だと
と思うが、月に1回にはできないだろうか。

 クイズはいらないと思う。
広報として余分な（必要のない）情報・写真も多いと思うし、逆に市民が欲しい情報をもっと載
せるべきだと思う。

コストの関係もあると思いますが、白黒は暗いイメージがするので、表紙と何ページかはカ
ラーの方が良いと思う。

これからも広報紙を楽しみにしています。

これから意識して見て見る様にします。

サークルなど趣味を広げられる紹介をもっとしてほしい

 たまに入っているあんくるバスの無料券、デンパークの市民無料券、空港の時刻変更の案内
などは、裏面に記事やクーポン券が印刷してあると、家族が破いてしまうと見れなかったり、

 使えなくなるので、それ専用のクーポンページを作って欲しい

ためになる

データーは、グラフ化、状態や状況は、絵図やイラストで一目見て分る工夫するとよい。

デンパークなどのクーポンがあるときは、表紙にのせるといいです。

デンパークの招待券の回数を増やしてほしい。

デンパークの入園無料券の発行回数か枚数を増やして欲しいです。

デンパークは年２回無料券がついてきますが、もっと回数を増やして市税を納めている市民
  に還元して頂きたい。

また、市内にある有料施設、丈山苑やプラネタリウム、マーメイドパレスなども無料券を配布
し、知らない市民に対して利用するきっかけ作りや、余暇を市内で過ごすきっかけになれば
いいと思います。

 デンパークやあんくるバスの無料チケットをもう少し回数を多くしてほしい。

とても良い広報紙だと思います。市民の参加できるページがもう少し増えるともっと良いなと
と思います。

 とにかく写真から情報を得る人が多いと思うし目を引くので写真が多い方がいいと思う
 安城を知らない人にもっと良い所が分かる様にしたほうがいい

昔から住んでいる人へのお知らせだけでは魅力がない



 トピックス毎のレイアウトをもう少し工夫すると、もっと読みやすい紙面になると思います。　
一部あたりの単価が20円前半となるのが理想的な気がします。

 とりあえず「目指せ！西尾市(広報に限って。見やすかったので)」

ネット時代なのでネット配信を希望する人には配布しないで、ネットで情報を受けることができ
れば無駄がないように思います。

ひとり親家庭の会のお知らせ記事がいつ・どこに載っているかわかりません。

 ファイルはあれば一応使っていますが、紐は使用していないので、
無くても良いと思います。もしくはファイルに、届出や窓口の時間や方法を印刷してもらえると

 ありがたいです。

フォトでクイズは、毎回あまり見る気にならない。

もっと安く

 もっと安城市で遊べる場所を掲載してほしいです。
 上記で広報紙が36.8円と聞いて、ビックリです。意外と高いんですね。今の時代、

インターネットが普及しているので、紙とインターネットから見るのを選択するとか、希望者だ
けに配布とか…でもいいのかな?と思います。

もっと写真を使ってわかりやすくしてほしいです。

よく工夫されていると思います。写真も、上手く挿入されています。情報量との関係がありま
すが、文字の大きさを大きくしていくことが、必要だと、思います。

 リサイクルコーナーがほしいです。
他県に住んでいたとき、要らなくなったベビーカーや家具などを譲ります、と言うコーナーがあ

 り重宝しました。
 市内の広報だからこそ取りに行くのも近くて便利でした。

よろしくお願いします。

レイアウトがわかりにくいと感じる。重要な情報とそうでない情報が同列に掲載されているよう
に感じる。重要な情報のみチェックしたいときに、どのページを見ればよいのかわからない。
また、市公式ウェブサイトで広報紙を見ることがあるが、「表紙」「インデックス」「特集」…とい
うように、項目別に分けられたファイルしか用意されていない。ファイルサイズが大きくなって
しまうとは思うが、全項目を一つにまとめたファイルも用意していただけると、目を通しやすく
なり便利だと思う。

 レイアウトが見にくい。
他市の広報を参考にしみては

安城に引っ越してきて45年になりますが安城に知り合いもほとんどいないため安城市の情報
収集がほとんど広報紙になるので特集よりももっといろいろな情報に頁数があると嬉しいで
す

安城市にある施設（デンパーク・マーメイドパレス）のクーポン券を印字していることにより興
味や関心が増えていくので良いと思います。リピーターを増やすには最初の一歩を気軽に進
むことのできる取り組みがあることが大切だと思いますのでとても魅力的です。

安城市のＨＰからバックナンバーをいつでも見れますが、紙面で市民に情報提供することは
必要と思いますのでこれまらも継続してください

 安城市内でも、こんな場所があるのかって思える地域の紹介があるとおもしろいかな？



安城市内の情報は広報誌でゲットできますが、近隣の情報をもっと知りたいですね。碧海五
市の情報は見かけますが、岡崎市とか範囲を広げて欲しいなあ。(無理か・・)

以前から思っていましたが、フォトでクイズのところは、写真のすぐ下に何のイベントのものか
表記してくれたほうが見やすいと思います。右の欄にまとめてあるのは、リンクするのが面倒
な気がします。

 以前より字が大きく、
写真も多く読みやすくなりました。

以前住んでいたところの広報より読む気がおき毎号全部読んでいます。

意見が256文字以内というのは若干難しいと思います。

一年に一度、綴じるための表紙を配られますが、結構かさばるので一年間保存することはあ
りません。（だいたい一ヶ月前後で、処分しています）私の周りの人もそう言った人が多いよう
なので、希望者のみの配布にしたらどうでしょうか（公民館や市役所での受取など）。

一部あたり30円もかかっているとは知りませんでした。ちょっと高いけどカラーで見やすくて良
いです。

一部のかかる金額が高くてびっくりしました

 岡崎の友人が、岡崎市の広報は、写真も少なくあんまり情報がないそうです。
 安城市の広報は、見やすくていいと聞きました。

 うれしく思いました。
これからも写真や情報楽しみにしています。

何かに役に立っているというわけではないけど、よく読んでいます。安城の観光（歴史、文化
等を含む）の情報などをもうちょっと充実させてもよいと思います。

過去の広報に詳細情報が載っている時など、いつの広報に載っているかが記載されていて
見やすいと思う。

街のイベントや催しはもっと目立つ様に告知して欲しい。

各家のポストに投函するとゴミの処理がめんどくさくなるので公共の場所や病院などにフリー
ペーパーのように置いていると助かる。

各月ごとに地区独自で行っていること・自慢できることなど安城市の地区を特集して欲しい

楽しく見せて頂いています。

活字が多いと読む気もうせてしまいますが、写真等があってとても見やすいものになっている
と思います。

簡潔に書いてあり、充実していると思う。特に市のイベント情報が分かりやすい。

頑張って下さい。

記事の記載順、フォームがいつも同じなので、自分が必要な記事を探しやすい

求職欄の充実

近隣の市町の広報紙も見る機会があるのですが、安城市のものが一番見やすいと思いま
 す。

 近隣市の刈谷、岡崎の広報紙があれば参考に一部の単価を
 記入してあれば、点数に打点できたと思う。

 　　広報紙に対する意見でないが



月に１回発行で良いと思います。

月に2回も要らないと思う。1回で十分。

月二回発行も適度で内容も満足している。今後もこのままでよい。

 月毎の人口増減をグラフにして掲載し続けて頂けると嬉しい。
 そして半年に一度か1年に一度は、年代別人口のグラフを掲載して欲しい。

 ＜アンケートに関して＞ネガティブな選択肢が多く、もう少し肯定的な選択肢があると良いと
思った。

 見やすいので 満足してますよ。(笑) 
これからも、頑張ってくださいね♪

見やすいように工夫されているとは思う。ただ、１部約３７円というのはやはり高い気がする。
部数もそんなに多いわけではないため印刷ロットの関係でこの値段になるのは仕方ないと理

 解できるが、何かもう少し下げる工夫ができないかな　と思ってしまう。
 たとえば、何社か印刷メーカーに見積もりを出しなおしてメーカーの見直しをはかるとか・・・。

ちなみに、広報あんじょうをファイルするバインダーは私は使用していないので、正直いらな
いかな　と思っています。

 元気っこアルバムのスペースをもう少し減らしていいのではないか。

元気っ子アルバムを楽しみにしています。うちの子を載せていただいた時にはいろんな方か
ら「見たよ！載ってたね」と言われてうれしかったです。また、知ってるお友達が載っていると

 家族みんなで見て、盛り上がっています。ぜひ、ずっと続けてください！！
 それと、このようなアンケートを取り入れて市民の声を聞いていただけること、すばらしい企画

 だと思います。
 よろしくお願いします。

現在はあまり新聞を使って情報を仕入れていないので、広報誌を地域情報として活用してい
ます。もっともっと情報満載の広報誌であってほしいと思います。

広報6/15号を確認しましたが「特集」欄が、どこにあるのか、さっぱり判りませんでした。

広報あんじょうはウェブ版で読んでいるが、その選択肢がなかった。また、特集のレイアウト
 の選択肢が少なすぎる。その他欄を作って意見を書かせるべき。

広報は、見やすさだけを追求して欲しくない。情報が的確に伝わってこそであり、それを踏ま
えて、見やすさを追求すべき。写真の多用は、ある意味手抜き。伝えたくない情報を隠してい
るようにも見える。何事もバランスが大事。今以上に質の高い広報あんじょうを望みます。頑

 張ってください。

広報にそんなに費用がかかるとは知らなかった。内容は割りと充実しているとは思うけど、も
う少し節約する努力も必要だと思う。それは広報だけでなく全体に言える事だけれども。

 広報に結構値段がかかってるんですね!
何がかかるかわからないですが もう少し安くなるといいのでは!と思いました

広報に子どもの写真が載ってとても嬉しかったので（保存しました）これからも写真はたくさん
載せてほしいです。でも、載せすぎて１部当たりの単価が高くなりすぎない程度にお願いしま
す。

 広報に情報をいつの載せたらいつに載るのか知りたい。
情報を提供したり、募集をしたい場合のルールや受付先/時期をどこかに載せておいてくださ

 い。・・・Web参照でもアドレスを貼っておいてくれたらうれしいです。



広報のWEB版の発行を望む(理由:希望者のみにWEB版にし、紙での配布停止により経費削
 減、資源削減)

 およびWEB版希望者は登録制度を採用し市から自動配信は出来ないか
また、WEB版があれば日本語が苦手な方も好む外国語にインターネットで自由に翻訳して貰

 えば、内容がはっきり伝える事ができる。
  広報紙「元気っ子アルバム」は市民情報として不要と思います。

 記事内の写真は必要最小限、大きさももっと小さく
  市議会閉会、1ケ月以上経過後に情報発信されているようで遅い。

 広報のメインターゲット世代が年配の方々のせいか
 内容が硬くて、全部は目を通す気になれません。

  写真を多く使って見やすいようにしているのかもしれませんが、
 誰だかわからない人が被写体になっている為、あまり見る気になれません。

 （もちろん市民が掲載されているのですが、その掲載された一部の方には
　いいのかもしれませんが、関わりあいの無い人にとっては割とどうでもいいので）

 広報は、配布してくださる方にも　単価がかかってくると思いますが、
それも含めて　３６.８円でしょうか？　大事な情報もありますが　やや高い気もします。。。

広報は主に市からのお知らせ（予防接種、健診等）を主に読んでいますが、たまに見落とす
事があります。特集はあまり読まないので、どちらかと言うと、お知らせやイベント情報などを
もう少し見やすく掲載して頂けると嬉しいです。小さい写真とかあると見落としがなくていいか
もしれないと思うのですが、どうでしょうか？

 広報を読んでいて感じたのは、育児している家庭に対しての情報が少ないかなとおもいまし
 た。

予防接種などの情報はありますが、安城市でいま、どのような感染症が今後広がるのか、予
防などを、過去のデータをもとに予報を発表してもらえると、親としては病気の知識など養え

 ると思う。
お年寄りや小さい子供は小さな病気でも生死にかかわる場合があるので

 広報紙１部あたりの単価が予想以上にかかっていることに驚きました。
私も気になる記事があればじっくり読む程度ですが、全く読まない家庭もあるのではと思うと
もったいない気がします。

 広報紙が３６円に頑張りを感じます
  広報紙自体は全市民を対象です
  しかしどの世代も活字離れです
  文字を読む見るは苦痛です
やはり電子媒体パソコンスマホ携帯などを通じて必要な情報を選択操作し見る聞く読むが抵

 抗感ないです

 広報紙がそんなに高額とは知らなかった。
 単身の人などは読まない人が多いので希望者だけに配布したらどうですか？

 パソコンのある家庭はメールで済ませてもよいと思います。

 広報紙もメールにしてもよいのではないかと思う。
見ている間に、紙がバラバラになるのが気になる。



広報紙をまとめるバインダーは、いりません。無駄です。ゴミになってます。私は配達の仕事
をしているので、単身マンション中心に捨ててますね。それだったら、広報紙の方に広告つけ

 てはどうですか？
 以前広報紙配っている方で自家用車で来ている人いました。路上駐車して、いいんですか？

 公務員は特別なんでしょうかね。
 あと、ポストに、はみだしていれたりしているので、投函に気をつかってください。雨の日の投
函もやめた方がいいと思います。ぐちゃぐちゃですよ。

 広報紙を配る方が、同じ町内の方で、
 配るついでにあれこれ詮索されるので、

 広報紙に、あまりよいイメージを持っていません。

広報紙代をもう少しコストダウンできないか？カラーでなくてもよさそうな箇所も、カラーを使
 い過ぎてコストアップしてるのでは？

 広報誌がそんなにかかっているとは知らなかった。
 見難いかもしれないが、3色刷り？の範囲を減らして、白黒にするとコスト削減になると思う。

その代わり2色でも読みたくなる構成にしないといけないという編集上の苦労は増えてしまう
かもしれませんが。

広報誌に折り込むように入っているチラシがページを分断して本誌を読みにくくしているよう
に感じています。本誌巻末に取り込んでしまうか、折り込む位置を巻末にしてもらえると嬉し
いです。

 広報誌に福祉関係の広報誌や保留地の広告がはさんで配られています。
 広報誌と思って読んでいるうちに違う内容が出てくるのに少し違和感を感じます。

広報誌の後ろに元気っ子アルバムとあってかわいい子供が載っていますが、広報誌には子
供の写真をよくみかけるのですが、ここに結婚を考えている青年男女の顔写真など募集して
載せたらどうでしょうか？きっと、年齢にかかわらず広報誌を見てくれると思います。

広報誌の単価がそんなに高いとは思わなかったです。そう思うと、公共機関においてある部
数が多くないですか？閲覧のみで各機関１部のみにすれば十分だと思います。

広報誌は毎回楽しみにしています。安城市に住んで１６年目になりますが、様々な情報を広
報誌からいただいてきました。広報誌で情報を得てから、安城市のホームページで確認した
り、更なる情報を得ている感じで、あくまでも広報誌が窓口になっています。以前自治会活動
で、広報誌をインターネット配信したら、資源の節約になるという意見を聞いたことがあります
が、ネット環境の問題もありますし、今のままが個人的にはいいと思っています。単なる情報
源というだけでなく、望遠郷など、市民参加型のコラムも楽しみに読んでいます。

広報誌をもう少ししっかり読もうと思います。

広報誌を目にすると今月は、内にが書いてあるかなと楽しみになります。今後も市ないの
ニュースを充実させてください。

行政側から全市民に伝えたい情報は、ページ数に関係なく、詳しくわかりやすく知らせてほし
い。

行替えをして欲しい

項目が整理されており、見やすい資料です。編集に携わる方々は、ご苦労が多いと思います
が、安城市民のために頑張って下さい。

高い



今、表紙が白黒とカラーと交互になっていますが、すべてカラーにすると費用の面で高くなっ
てしまいますか？カラーのほうがいいけど

今のところ特にありません。

今のままでいいと思います

今のままでも満足ですが、新美南吉のお話などを連載すると、毎号楽しみになると思いま
す！

 今の感じで良いと思います。
 デンパークの券も欲しいけど？

 マーメイドパレスかスポーツセンターの券も良いですね（特に夏に欲しいですね）

今までいくつかの市町村を転居して来ましたが、安城市の広報は自由とゆうか、個性を感じ
 ます。

職員の方を起用した制度紹介等は、行政に対する親近感を持ちやすく素敵だなと毎回思っ
ています。安城市民の知人からは「独創的すぎる」との意見もあり、意見の分かれる所かと思
いますが今後とも安城市らしい広報を楽しみにしています。

今までは情報を得るのに必要なものを読んでました。これからは全ページに目を通したい。
広報誌の単価が高いのか安いのかわからないが、市と市民をむすぶ情報源として読んでい

 きたい。

今後も史に関する情報を発信し続けてください。

今後更に注意して読み要すればコメントを送付します。

今子育て中で、情報交換等に育児サークルを探しています。子育てサークルに限らず、市内
のサークルをたくさん教えてもらえるとうれしいです。

昨年度の広報誌の単価が36.8円と知り、少し高いような印象を受けました。いつも全体に目
を通しています。レイアウトなどからして、大変見やすい広報誌だと思います。毎年度配布さ
れるカラー刷りの表紙はなくてもいいような気がしています。経費削減のため、廃止するある
いはカラーを止める、もっとシンプルなもの（半永久的に使えるもの）にするなど検討していた
だいてもいいかと思います。

冊子自体がバラバラになるのが難点ですが、市からのお知らせなどわかりやすくて見やすい
と思います。

参加料が書いてなかったのに予約に行くと参加費をとられたりするので記入ミスに気をつけ
てほしい。

子どもがいるので子育ての情報をよくみています。図書館のお話会の情報や、デンパークの
 無料券がとてもありがたいです。

その一方で、ママ友の中には広報を全く見ないという声もよく聞きます。表紙に無料券ついて
ます、など何か具体的なコメントを載せたり、グルメなどの情報を盛り込んだりすれば、より多
くの方に読まれるのでは、と思いました。

子育て（小学生くらいまで）に役立つ情報を、もう少し増やし、まとめたり、一覧にして、見やす
 く、分かりやすくしてほしい。

子育ての情報など、毎号　楽しみです。

子育て支援センターや公民館の行事などについて、市内すべての情報をまとめて欲しい。

 子育て支援情報が少ない。
もっと市民同士が交流できるコンテンツが欲しい



 子育て中なので、予防接種や健診などの情報をチェックしています。
 先日も、２歳児のフッ素塗布の日程が載っていて、読んでよかったーと思ったところです。

あと、元気っ子アルバムに知ってる子が載っていないか見ています。いつかウチも応募しよう
かなと思いながらも、なかなか勇気が出ません。

子供がいるので イベントや催しをもっと掲載してもらえるとありがたいです 各種公民館の小
さな催しも

子供がまだ小学校2年生で、いろいろな体験をさせてやりたいので、これからも、イベント情報
を充実させてほしい。

 子供や年寄りにも見やすいように写真を多くして、文字も大きい方がいいと思う。

市に関する情報はほとんど広報から得ているので、なるべくたくさんの情報が記載されること
を期待しています。

市の施設（各公民館も含む）で行われているイベントや行事情報をインターネットだけでなく、
 広報を使って展開が出来ると良いと思う。

育児に役立つ、児童センターや支援センターの情報をもっと増やして欲しい。

 市の情報収集にはとても役立つし、見やすく毎号楽しみしています。
 一部あたりのコストが高いのが今回初めて知り、驚きました。

削減するべきかと。

市政について、これからもより分かり易く伝えて欲しい。

市長が考えていることや今、取り組んでいることなどをもう少し出しても良いと思います。よく
も悪くもメディアに取り上げられる市、市長は何を行っているのかがみえます。今の広報も悪
くないですが、どこの会社の社内報でもトップの考えや会社の方向性が載っています。

市内であるイベント情報など、子どもがいるのでとっても参考になります。これからもイベント
は特にお知らせして欲しいと思っています。

 市内で活動している団体等、市民が参加できるものをもっとたくさん、詳細に載せて欲しい。
地域活動に参加しやすいようになると思います。

 市内で行われるイベント等をもっと紹介してほしい。
中心市街地開発について特集してほしい。図書館について、現在の計画、進行状況、予算な

 ど

市内の小・中学校の自慢話や特色を取材して載せてみてはどうでしょうか。

市内の店舗・会社などのコマーシャルを入れてコストを下げたりクーポンを付けて欲しい

市内所在の会社経営の者です。会社にもお配りいただきありがたいです。広報誌紙面を通じ
てもっと市民と会社（企業）が交流や融合出来るなんらかの施策があると嬉しいです。

市民からのお便り募集とかあってもいいのかなと思いました。

市民が意見を言えるようにたまにはがきとかあるといいと思います

市民に意見も、載せて欲しい。

 市民に読んでもらいたいと、心をこめているのが伝わります。
 ページ数を増やすことは、逆効果と思うのであくまでも情報の

伝達に絞った方が、良いように思います。

市民保養事業対象地区の観光地情報を取り入れて欲しい。



市民目線ではないと感じる。例えば市民からの意見に対して市の方針にそぐわない意見に
対しての回答は慇懃無礼に返答している様に思える。（これは広報紙に対する意見ではない
ですね、市役所の市民に対する回答でした）

 市役所担当部署の具体的な業務内容の紹介とメンバー紹介・
 連絡方法などを含め「市役所照会欄」的なブロックがあっても良い。

 （内容は肩ぐるしくなく、なじみやすい記載で、写真なども含めて）

思ったより広報１部あたりの単価が高い気がしました。

私ども（６０歳代）は市政に関心があるかと思いますが、２０代から４０代の年齢層ではこうし
た広報の情報に関心がやや薄いように感じています。読まれない要素は今後集計の結果を
見ないと判断できませんが、行政サイドからの視点で企画製作されているかのように感じて

 います。
 市民サイド、言い換えれば読み手側の視点が必要ではないかと思います。

民間の社内報や企業情報誌を参考にすることも必要ではないでしょうか。

私は、この広報あんじょうに知人が載っていれば興味を持って読めるが、知らない人のことは
興味を持って読めない。私自身も一度、２０１０年の安城市国勢調査人口予想クイズで１等が
当選して、写真付きの記事が載ったことがあるが、多くの人がその記事を読んでいた。特定
の人物の写真や名前を掲載することは個人情報の点で良くないかもしれないが、私は本人
が拒否しなければ載せてもいいと思う。これからも地域密着の情報誌であってほしい。

紙面のサイズも丁度良く、読みやすいです。

時間をかけてゆっくり読みたいとは思いますが、時間がないため、はじめは、ざっと目を通し、
後はどゆっくりと必要なものを、読んでいます、時には、終わってしまったものもあり、残念と

 思いますが。
広報は絶対に必要なものではありますが、市民全体がもう少し真剣に読んでいただけるよう

 に、工夫をしてください。
読んでいない方が、多数あると思います。

時間切れのですため書き込み出来ません

 写真がすばらしいなと関心しています
 写真特集か、展覧会してはどうですか？

 写真が使用してあると子供も見てくれます。偶然、興味を示す内容があれば読んでいます。

写真が増えて文字も大きく、見出しがちゃんとしているので読みやすいと思います。もう少し
 文字間に余裕があれば読みやすいです。

初めは内容ごとの文字の並びが縦横になっていて読みにくいと思っていましたが、慣れてき
たらかえって読みやすくなりました。

写真で安城の催しでの結果みんなの笑顔コンテストなどやってみたらどうですか

写真について・・白黒写真で、小さいので、人物などほとんどわからない。一ページに数枚掲
載されているが、一つもわからないことがある。もう少し、画面の配置を考えて、一枚でも効
果のある、写真を掲載してほしい。

写真については、やはり文字だけでは見づらいし、内容を理解するのに役立つので、今の分
 量くらいは必要だと思います。

写真はもう少し減らしてもいいと思う。

写真を使用した場合（例えば６／１５号なら、暮らしのしおり１ページ目）の場所がどこかわか
るように　隅の方に記載があるとありがたい時がある。



写真を多く活用されて視覚的に注意が向く工夫がされていると思う。

写真を多用することは良いと思います．特に知り合いなどが出ていると話題が広がりよいで
す．

惹きつけられる記事が少ないように思います。知って得する話や情報を、もっと載せて欲し
い。

周辺市のイベント等、安城市以外の情報もあると、子育て世帯としては助かります。（特に子
供関係の行事等）

縦書きは右ページから、横書きは左ページからで当たり前ですが、一号中に混在すると見に
くいです。

小学校の行事情報は多いけれど、高校の行事ももう少し載せてほしいです。

 情報が医療からイベントまで幅広く、生活に役立っています。
 子供が乳幼児期には、予防接種のことや各種子育て教室など活用させて頂きました。

 最近は、イベント情報などを参考にしています。隣の市のイベントも載っていてファミリーでの
 週末の予定を立てるのに重宝しています。

情報が多く、毎回必ず読むようにしています。ただ、地域に関する情報に偏りがあったり（い
つも同じような場所の紹介など）、代わり映えがしないという感じがします。 赤ちゃんコーナー
などは確かにかわいいですが、一般市民に必要であるか疑問です。安城市の保育園、小中
学校など、子供が在籍していない市民にとっては疎遠なので、そういった活動や紹介コー
ナーがあると、いいのではないかと思います。

情報ワイドは特に重宝しています。申し込んだり応募したりして、安城市の一員だという絆を
感じています。今後もよろしくお願いいたします。

色を増やしてほしい

新しくできた施設がありますが、開所からしばらくするとどこにあるのかわからなくなります。
施設名の後に町名だけでも入ると、わかりやすいです。

申し込みや予約が必要なもの等は数カ月早めに１回予告を入れて欲しい。

 身近な記事を沢山のしてください

図書館の新刊案内も入れたらよりたくさんの市民に図書館をアピールできると思う

数年前に名古屋から転居してきましたが、定期的な広報誌が家庭に届くのは本当にビックリ
です。身近な情報や、お得なお知らせなどがよくわかり、書いてあることが休日の過ごし方の
ヒントにもなっているので、本当に助かっています。

正直特集記事などはあまり興味をひかれるものがなくあまり記憶に残っていません。

前年度のタイトル文字の小さなイラストは、よく考えられていた。

 他市の広報誌の単価がわからなければ比べられないと思う。
広報誌の内容についてはこのままで良いと思う。

多種多様な市民を相手で、何が一番良いかの答えが無く、たいへんと思いますが創意工夫
と挑戦心で頑張ってください。

 単価が36.8円と聞き安価であり高齢者にやさしい情報の伝達方法と思います。
（ネットでの情報伝達が多くなってきていますが、高齢者には不向き）

単価の内訳が判らないと、妥当かどうか判断できません。(部材費・人件費など)



単価は上がるけれど写真を見て、理解度を深めたり、興味を持たせるのはカラーが良いと思
 う。

 今どきの新聞なみにしてほしい。ましてや6/15号など表紙に美女を載せたらなおさらである。

 単価を書いて質問をしていますが、印刷部数で広報紙の単価が大きくかわります。
世帯数もおしえてくれた質問もしくは、他市の広報紙の単価と比べて○○円です。とか比べる

 ものをだして、質問して頂けると点数をつけやすいです。
 　表紙は、前年度カラーで今年度は、単価を抑えるためにモノクロにしたと思ってました。

「写真」のアイデアはとても良いと思います。伝えたい事が一目でわかるので。。。

単価を聞いたら、高すぎる。毎月出なくて良く、ページ数減らして安くしてほしい。廃止にする
事はない

担当とはいえ毎月２回の発行は結構忙しいのではとおもいます。写真は字が見えなくなった
友人がおおよその情報を見え、いいと言っていたのを思い出しました。写真はいまくらいあつ
たほうがいいのではと改めて思いました。

地域のお祭りやイベントの情報など、子供とのおでかけの参考になる情報がたくさん欲しい
です。

町内の人口とか年齢とか事件等 くわしくしりたい

低価格の上、趣向がこらしてあり良いと思いました。

定例的な情報は項目を変えないほうが比較しやすい

定例的に掲載しているものを必要度で見直して減らし、重要な事柄を目立つようにしてはどう
か。

当面は今のままでよいと思いますが、また希望事項があれば要望します。

特にありません。

特にありません。現状のままでよいと思います。

特にない

特にないです

特にないです。必要な情報が得られているので良いと思います。

特になし

特に無いです。いつも通りでいいと思います。

内容的には可もなく不可もなくというところでまとまっていると思います。広報なので特に主張
することは必要ないと思うのでこんな感じでいいと思います。

二世帯になる際に自動で二冊届くようになると子供を育ててる親は助かります

乳幼児が2人いるので、イベントの情報がもっとあるとうれしいです。

白黒写真は全体に見にくいので、何枚も掲載しても、効果が逆になる。あまり載せないほう
が、内容が浮き立つように思います。

表紙に、直近に行われるイベントの案内を載せてみては如何でしょうか。

表紙の写真は１日号がカラーで１５日号が白黒なのはどうしてですか？

 表紙の写真は気に入っていますが、月初めがカラーで他の時はモノクロというのはどうか。
6月15日はカラーにすべき写真ではないでしょうか？カラー、モノクロの記載数が決まってい

 るのなら
内容で分けるべきです・



表紙は公募すべき。

表示の写真について、せつかく大きく飾られるので、いい写真も多いので、ちょっと一言、ある
といいと思います。

別冊で挟まれている物の中で、ファイルにとじにくい(穴がない、向きが違うなど)時があった
 気がします。

 一緒に綴じれるといいのになぁ、と思いました。
最近は改善されていたならすいません。

 募集などで写真があると分かりやすく申し込みたくなります。
 元気っ子はあんなに広くとらなくてもいいのにと思います。

 副市長のコラムが好きでした。
 施設や市役所の課の紹介をしてほしいです。

名古屋市の広報の表紙が好きです。

豊田市の広報は、とても見やすいので、それに近づけれるような広報だと、見てもらえる人が
増える気がします。

堀内公園とかデンパーク内のイベントは掲載されているように思うが、その他の施設のイベ
ントが載っていないものも多い。広報紙ではなくても、HPでよいので市内の各種イベントを
もっと探しやすく、見やすくするように希望します。岡崎市のイベント情報は多いように思いま
す。

毎回、家事の合間とか時間がある時に読ませてもらってます。広報が一部３６円もするなん
てびっくりしました。少し高いかな？と思いつつもう少し値段を下げれないのかな？と思いま
した

 毎回、届くのを楽しみにしています。
 小さい子供がいるので、お出かけ先の参考にしたりしています。

毎回楽しみに読んでいます。特に情報ボックスは欠かせません。安城市の人口の増加にも
 驚いています。

毎回担当の方が所感のようなものを載せていますが、イニシャル１文字というのは事務的で
寂しいです。もちろん市民を支える縁の下の力持ち的な存在であることは確かですが、親近
感を持ってもらうために、せめて苗字なり名前なり。それだけで「記号」から「人間」へ。だって
公務員だって、同じ市民じゃないですか。逆に、ファンができるくらいに落とし込んでもいいと

 思います。
まだいっぱい書いたんですけど、２５６文字制限とやらで面倒くさくなって、出た分は消しまし
た。先に書いといてほしかったです（泣）

 毎回読むのを楽しみにしています。
他市からの移住組な為、地元の情報を得られる貴重な媒体です。

毎回必要だと思って読んでいます。特に伝えたい事は何か目立つようにお願いします。

毎回目は通しますが、読まないページ多いです。１年通して変わらない内容や最初から分
かってる内容はカレンダーみたいにして欲しいです。田原市のカレンダーみたいなの作って
欲しいです。携帯電話で見れるホームページ欲しいです

毎月２回の発行にあたり、取材から編集、印刷、全戸配布までのご尽力に、担当者の方々へ
感謝いたします。

毎号見ております。　市民からの意見や市議会議員の活動報告などもうちょっといろいろな
情報も載せてほしい。また、逆に市民から市への身近な意見も投稿できるようにしてほしい。



毎号、楽しく拝読させていただいております。年に一度、配布される「広報専用」のファイルの
件で意見です。「カラー写真・紙質・閉紐」と　かなりの予算かと思われますが、残念ながら最
新版のみを保管しているので使わずに破棄している状態です。利用されている方は　もちろ
ん　いらっしゃるかと思いますので、こんな市民も居るという程度に聞いていただけたらと思い
ます。これからも応援していますので頑張って下さい。

毎号、心待ちにして拝読しております。子育て中ですので、講座のチェックはかかせません。
今後も安城の楽しい情報や写真を期待しております。

 毎号とも表紙はカラー印刷にしていただきますと楽しみ倍増　! !
 単価増しは避けられないのでご無理でしょうか ?

 皆様で十分ご検討していただければ幸いに存じます。
どうぞ　よろしくお願い致します。

毎号楽しく見ています。もっともっとおもしろく編集、取材をしてもらえればと思っています。私
高齢者ですので、高齢者の取材など歓迎です。よろしく！

毎号楽しみにしています。これからも色々な情報等よろしくお願いします。

 毎号楽しみに待っています
公民館の講座募集から私の余暇時間を活かし興味のもてる講座をさがしてます

 毎号見るのが楽しみです。
 お得な情報は見逃さないように隅から隅まで読んでいます。

毎号参考にしています。身近な人が載っていることがあるので話題づくりに役立ちます。

毎号拝見しています。紙面レイアウトを抜本的に変えると、今までに慣れてきた人はかえって
読みにくくなるのでほぼそのままで良い。十分です。

毎年広報紙をまとめるファイルをいただきますが、綴って使ったことがありません。楽しみにし
ている方もいらっしゃるでしょうが、必要でない人もいるのではないかと思います。希望者だ
けに届けることができれば紙や紐の無駄が減るのではないかと考えます。


