
あなたが最近関心のあるインターネットサービスを教えてください。

よく利用するショップからの配信メール

ショッピング。

新聞関係のニュース

楽天証券

モニター応募

音声入力が普及すること。

ネット銀行　ネット買い物

インターネット通販　（ネットショップ）、最新情報収集　（中日新聞＋プラスネットサービス）。

Facebook、jognote、楽天市場

GREE

ゲーム

インフォシークのニュースを読んでいます。

大学受験で受験料がインターネット割引。

ショッピング、株の売買、ポイント集め

tor

ボランテイア活動の情報など

LINE　１億人利用者突破という記事を見て気になっています。息子たちも使っているが、自分

は未体験。なんだか取り残された感があって、気になっています。

スーパーの宅配サービス申込

ポイントサイト、無料アプリケーションのインストール、ネットショッピング

ヤフー

インターネットショッピング

YouTube

Facebook

ツイキャスによるライブ配信。スマフォがあれば一人でも簡単にライブ配信ができるので。

時々外食するのに「食べログ」などの情報を参考にしています。近場で値打ちなランチなどが

紹介されており重宝しています。

i-Knowというサイトを使って改めて英語の勉強をしています。

株式情報、交通情報、医療情報、老人ホーム

ナビ

ネットスーパーはインターネットで注文するだけで自宅まで届けてくれるから助かる

オークション

YouTube

チケット、ホテル予約など。

医学関連・食物関連です。

ネットスーパーの宅配



LINE。

新聞社からの重大ニュースの配信

ＬＩＮＥ

テレビで紹介した店などを詳しく知りたい時に見る。旅行で行く目的地の情報収集などを見ま

す。

青空文庫

子どものクラブチームの連絡、情報収集。

ライン

タブレット端末を購入したい

ネットスーパー

買い物

健康食品

子供が小さいので、外出時のちょっと愚図ったときに使えるアニメの動画サイト

無線LAN　図書館借り出し情報、保有書籍情報

暇なときにゲームで頭の体操をしています

ＧＰＳなどの位置情報と連動した情報発信サービス

ネットショッピング

ネットスーパー

アメーバ

ネットショッピング

ブログ

LINE、facebook、Twitter

ヤフー　グーグル　ウインドーライブ

特にないのですが、いよいよスマホにしないとヤバそうで焦ってます。そしたらナビ機能を使

いたいです。

モニター

健康・レシピ・等

特になし。セキュリティに不安がある。

LINE、フォースクエア、AR

雑貨品けでなく、最近では食品も確実に早く届くので便利です。

ネットスーパー

スーパーのお買い物が自宅でできる。

Yahooオークション

youtube

特には、ありませんが、最近、電子マネーの普及が進んでおり、貨幣は無くなるのかと感じて

います。

ネットショッピング

特になし。忙しく、ネット利用に時間を多く割けないため。



Facebook

食品のセシウムの検出結果

クチコミサイト

アマゾンで書籍購入、スーパーのネットサービス

買い物。

毎日　クックパットで夕飯のメニューを考えています

インターネットサービスにどのようなものがあるのかわからない。

facebook、ネット通販

Facebook

なかなか家を空けられないのでインターネットで買い物をすることがよくある。

新聞のチラシ等がインターネットサービスで見れるようになればいいなーとおもいます。

ライン又はカカオトーク

ニュース、辞書機能

カカオトークやライン

ネットオークション

飲食店の情報　クーポンなど

facebook、yahooオークション

家庭菜園での野菜作りの方法。漬物の漬け方など、febcキリスト教番組放送（入りにくいラジ

オ放送）

そこまでインターネットに頼っていないのでわからない

スマフォのライン。

Twitter

楽天

しゃべってコンシェル、ナビ機能

西友などのネットで買い物お届けサービス

SNSを主に利用しています。簡単に情報がえられるので便利です

音楽　今は売ってない曲を聞くとか、中古品を調べるとか。

口コミによる　地域情報

お料理レシピ、旅行予約。

Face book　投資活動のネット取引　ネットスーパー等

よく見るのはFacebook

fecebook

食べログなどのユーザ投稿サイト

図書館にある本、ＣＤ、ＤＶＤ等を調べたり、予約をして、近くの公民館に届けてもらっていま

す。

Facebookを作ってみたい

ダウンロード

特になし。インターネットショッピングぐらいです。



株式、金融情報がタイムリーに公開されるようになって便利になった。

チケットや商品の購入

スカイプ

その他の自治体で普通にある、スポーツ施設のネット予約

鉄道時刻表を検索して、ネット旅行で有名温泉で満足気分に浸っています。」

電子書籍

ＬＩＮＥと昔からあるスカイプ。実家が遠いので、テレビとつなげて出来るスカイプに興味があ

る。「ＴＶカムＨＤ」です。

料理のレシピ、旅行

クックパッド

ＪＲ東海のエクスプレスカードによる新幹線の予約。取り消し、変更が直前まででき便利だと

思う

安城市図書館の予約

クッキングレシピ

SNSによる、つながりに関するもの。また、クーポン等取得可能なアプリ。

アメーバblog

従来の携帯電話だけしか利用していないので、必要と思う内容がわからない。現状で特段の

不便は感じていない。

旅行先での宿泊施設

ライン

LINE

アピタのネットショップの宅配サービスはやり方によっては便利であると思い関心がある。



「安城市に、こんなインターネットサービスがあったらいいな」と思うものを教えてください。

市内のインフルエンザの状況、イベント、事故、事件などのニュース配信

検診の申し込み。宿泊助成の申し込み。

市民会館、文化センターなどで開催されるイベントの一覧表と内容、など詳細情報を教えて

いただけるとありがたい

公民館など、公共施設の詳細なイベント情報。現行は少なすぎる。ex.フェスティバルでの気

球申し込み方、デンパーク駅伝の応募要項。

市の施設にWi-Fiスポットを設置

ライブカメラ　矢作川の河川の状況はみられるが、その他の河川とかあったらいいかと。

こども連れでいきやすいお店情報

施設の申込み申請とか、市からの文書の送付をインターネットにすれば、経費及び労力削減

になりませんか。

１、ネット限定価格及び最新情報、市内商店全般。　２．市民限定特典（デンパーク入場券の

発券）。　３、メールによるイベント情報の発信。

地産地消を促進するＨＰや市内の神社仏閣など歴史散策を楽しくさせるようなＨＰ。市外の方

ではなく安城市民の為のサービス。

安城市内の安くてお得なお店情報など

緊急性のある情報は、メールが有るといい。また火災情報も有ると安心できる。

現在の体育館施設の予約システム（愛知県の予約システム）は、結局期日までに使用料を

納めに体育館に行かなくてはいけないのが面倒です。安城市の予約システムがあるといい

です。

確定申告がインターネットで出来るようになってから大変楽になりました。他にも市役所に取

りに行かなくてはならない、印鑑証明などインターネットで手続きしてメールで送ってもらって

プリントアウトして使うことができたら嬉しいです。

・安城市内で買い物をしたり、イベント、安城市の施設を利用したときなどに参加することでポ

イントが貯まり そのポイント使って・・・お金(ポイント)が循環するサービスがあるといいと思

う。

災害時の情報を得られるサービス

お店や施設情報や、情報交換サイトが充実するといいと思います。

パスワード、ＩＤが確立されれば役所窓口に行かなくても、証明書が自宅で取得できればよ

い。

公民館の情報（あんじょう広報とかアンテナに載っていますが・・・）

住民票等、書類のネットでの交付。（セキュリティ問題に対応できれば）、先日の新聞に載って

いた、タブレットを使ったお年寄りの見守りサービス。

住民票等の交付

あんみつ、すごくいいです！

病院の待ち時間がわかるサービス。受診する際時間を長く、感じるため



あんくるバスの位置情報

安城駅鉄道運行状況ライブ配信。安城七夕まつりや看板娘。の録画ではないライブ配信。

生涯学習の申し込みが文化センターか往復はがき申し込みになっていますがインターネット

での申し込みも欲しい。

公民館にもインターネットできるところが欲しい。そこで自分で本の検索もしたい。中部公民館

は子どもコーナーにネットがありましたが、一般者の利用は難しい。

補助金等の最新情報

地域のイベントなどがもっと手軽にインターネットで見られると良い。

安城市の方とお友達になれるサイト

駐車場の空き状態。交通情報。

安城市周辺のグルメ情報

市ならではの、お勧め品・名所案内等です。

お願い　例２０１２年「ごち天」等イベントサイトに繋がりにくい・・・・・・。どんな検索サイトから

繋がるようにしてほしい

住民票等の公文書発行

あんくるバスのバスロケーションシステム。

あんくるバスの運行じょうきょう。今、◯◯停留所を出ました。とかのじょうほう。名古屋の市

バスは停留所に案内が出ています。

インターネット上で、図書館の本の内容が閲覧できる電子図書サービス

図書館等にプリンター

各町のお祭り等の催しの紹介をして欲しい。

どの施設にも安城市の情報がパソコン閲覧できるサービスがあるとうれしい

安城市で活動しているグループの紹介サイト

全ての施設利用の状況把握

美味しいお店、変わった店など知りたいです。市内の情報など知りたいです。

各町のお天気情報、一時間毎のアメダス状況の確認

お店の紹介、特に飲食店

公民館が開く詳細なイベント情報

特産物の販売

あんみつを利用したいと思います。

要望などを気軽に投稿できるサービス

クリニック情報

今は思いつかないが　市長のブログ

公民館などの部屋の利用予約状況一覧

高齢者の生活＆健康状況把握システム、高齢者の買物支援システム

登録、申請のインターネット化

市や町が主催するイベントや催し物の案内があったらよいと思います

どこで何がある（イベント）等発信サービス



安城市役所の窓口対応や色々な市役所からの書類など郵送などについての苦情などこんな

苦情がありましたなどの情報を公開したら？安城市以外のに住んでいる人が「うちの住んで

いる所に比べて安城の市役所は対応がすごく悪い」という話しをあちこちで聞くから

申請書類のネット提出

地域行事の配信や地域で使える割引情報の配信

探している本が何処の図書館にあるのか、調べられる。

図書館の本の購入オーダー

病院の予約がとれる

学校教育、教師、受験、いじめなどについて、各学校や地区の現状を紹介、公開して欲しい。

公共施設（特に図書館）にwifiのフリースポットを作って欲しい。

図書館でwifi接続ができるようフリースポットを設置してほしい

広報

安城市予約施設の拡大（できれば支払まで）、公報の配信、市民大学やスポーツ等イベント

参加募集への応募対応

公共機関のイベントのお知らせ等を定期的に知らせてくれる。とかですかね。

公民館等市の管轄の施設の予約がネットで出来る様にして欲しい（現在は窓口の行かない

と予約できない）。町内の活動がネットで見れると良い（切磋琢磨）。公民館の活動がネットで

見れると良い（切磋琢磨）。

現状に満足

住民票などを家でプリントできる。もしくはコンビニで。各施設、図書館などでWi-Fi使えると嬉

しい。南吉ゆかりの地、戦国時代などの歴史的な場所へ行き、スマホかざすと説明が出るAR

アプリがあると面白い。

公民館、青少年の家の施設を利用しているが、ネットで申し込みが出来たらずいぶん楽にな

る。

岡崎市が試験導入したような買い物弱者が利用できるようなサービス

広報あんじょう　を希望者以外には配らず　ネットで配信。

台風など、警報がでてるかわかる。

デマンドバス

今、特に必要はありません。災害発生時は、衣食住、ライフラインなどの情報は必須だと思い

ます。

手続きなどがネットで24H受付できること

子育て情報をまとめたサイト。サークル活動や一時保育混雑状況、幼保育園、医療など、子

育てに関する全てに関して一元化することで、情報共有しやすくなると思う。

公共施設でのWi-Fi接続

食品のセシウムの検出結果

住民票などの申請書がダウンロード出来たら便利

どういうサービスが現在あるのかもわからないのでなんとも言えません。

お見合いサイト



東京都の様な役所内の各部署によるTwitter 。

インターネットを通じていろんな手続きが出来るようになると良いです。

バスの運行状況をリアルタイムに確認できるサービス。どのバス停にいるか、どのくらい待つ

必要があるか等を知りたい。

インターネットサービスについては思いつかないが、一ヶ月のうちの何回か土日に窓口が開

いていたらありがたいと思う人は結構多いのではないかと思う。

休日の緊急連絡（土曜日、日曜日、祭日）等が、インターネットサービスで、出来るようになれ

ばと思います…………

安城市の観光スポットや、おみせや、施設などを巡った安城市の散策ゲームの旅又はスタン

プラリー(利用割引特典又はスタンプカードを集めて利用してもらえる)サイトがあると、おもし

ろい

ネット上での住民票などの発行申請。ポイント制度。

パスポート申請が出来るようになればいいと思う。

今あるもののサービスを活用するだけで十分対応できる。また、次々新しいサービス等に対

応しきれていない。本当に必要なものを見失わないようすることに時間がとられてしまうの

で、特に今現在必要とするものはなし。

子育て相談みたいなのをメールでやる。公共の施設にＷＩＦＩ機能を普及させる。

子育てコミュニティ。今あるものは全然開かれてない。

よく消防自動車のサイレンを耳にするが、実際その情報は特別大きな火事ではない限り新聞

には載らないので小さな出動にも情報を提供して欲しい

インフルエンザの情報など

各種の申請、届

公共の場でフリーのネットが使える。

市内のイベント情報のもっと詳細なもの。望遠郷に掲載されていないイベントが市内にはたく

さんある。しかも、３か月は先までのせてほしい。

市役所の手続きをインターネットで予約でき、更に大凡で受付時間を教えてくれたり、混み具

合を確認も確認できるようなシステムがあるといいです。

図書館の新刊図書案内。図書、CDの予約

電子行政。各種届け出を全て

お得情報メルマガ

安城市の食べログみたいな！

図書館やデンパーク等で、自分の好みに合わせて本や商品を検索してくれたり、場所を案内

してくれる端末の貸出

ネットで行政サービス各種割引など　市内バス料金無料クーポンとか自転車貸出手続きネッ

ト化して２４時間制にするなど

市内、近隣のイベント情報。

本日の安城市内の催しとぱっと見でわかる掲示板。犬などの里親探し



個人の病院・飲食店・商店で　ホームページが無い所の詳細情報（地図・連絡先含む）が　あ

るともっと大型店や総合病院では無く　利用できると思います。

子供がチカンなど被害を受けた場合の被害状況が知らされるサービス。(日時、場所、加害

者の服装など)

地元の情報をリアルタイムに知りたい。たとえば、ニュース、買い物、学校情報など。

広報で充分

引越しや児童手当の手続きが、ネットで出来たら助かると思います。

安城市内で使えるクーポン一覧。ケータイ画面を見せるか、印刷して使える。

安城市の飲食店ガイド・予約、安城市内の店の紹介

各公民館の講座が　一覧でき、応募もできると　うれしいです。

レジャー施設の混雑状況

ネットで住民票などとりよせられる

戸籍や住民票、その他の申請をネットで申請してコンビニで受け取れると便利。

各種問い合わせ等、公共施設が閉まっている間にでもQ&Aできる環境があればありがたい。

または、役所に提出する資料等をインターネット経由で提出できる仕組みがあればありがた

い。当方、子育て世帯につき、保育関係の書類提出等で何度も市役所に足を運んだ経験が

あるため。

市長への手紙や、市役所の各課への要望、苦情等、匿名や実名で投稿出来る様にして、そ

れらが本人の承諾を得た場合は、閲覧出切る様なシステムを構築して頂きたい。

げんじょう　いじでよいとおもいます

公共施設の予約が以前はできたけど、現在できなくなったのである程度の枠を確保して予約

できるようになれば都合がいい。

安城市のお土産などをネットで予約して配達してくれたらいいなと思います。安城のお菓子を

利用することが多いので。

スカイプデ会話

スポーツセンター、市体育館などのネット予約がいい加減出来てもいいのでは。

老人の健康生活の指導（Ｑ／Ａも含めて）を頂けたら有り難い。

ゴミ出し連絡メール（燃えるごみの日は忘れないけれど、資源ごみや燃えないゴミの日はよく

忘れるから）

掲示板

図書館で利用できるＰＣ端末を増やしてほしい。市役所でも無料で利用できるＰＣがあるとう

れしい。待ち時間に調べものができる。子育てとか孤独になりがちなので、安城市のママネッ

トワークサービスがあったらよいな。

安城市内の飲食店の割引情報

インターネットについて詳しくないのですが、自宅でしか使えないＩＰＡＤを利用しています。図

書館などで無料のＷＩ－ＦＩが使えたらいいなあと思います。厚生病院の跡地利用に図書館を

建てるなら、ＣＡＦＥをしながらＷＩ－ＦＩが使えたらいいなあ。



高齢者向けのパソコンやインターネット利用の講習会などがあるとよいです。父や母はコン

ピュータ世代ではないのですが、興味はあるようで、使えるようになればとても便利です。

市役所で発行する証明書を市役所に行かなくても、必要な書類を24時間いつでも入手できる

ようにしてほしい。(住基カードの利便性の拡大と市民へのアナウンスを積極的に行ってほし

い)

図書館、公民館などにある勉強スペースの空き情報ならびに席を予約制にしてほしい。

謄本、抄本、証明書の発行取得対象の拡大をしてほしい。土日開所時間に拘束されず、市

役所に行かなくても、住基カードの利用により、必要な書類を24時間いつでも入手できるよう

にしてほしい。

いっぱい書きましたが結局削除しました。全体のほんの一部しか書けず、それが的を得てい

ないようで、読み手の方が違う方に解釈されるといけないので削除しました。文章は難しい。

安城市のホームページでボランティアが最初の画面にあると探し安い

バスや電車の運行状況をリアルタイムで知るシステム。

おすすめ本、近隣の温泉情報、近隣のイベント情報、おすすめのお店（たべもの）

医療機関の情報提供（近所の病院の基本情報、予約制かどうかなど。口コミ情報もあるとな

お良い）

市内のボランティアや、市内のアルバイト情報がバラバラで、検索しにくいので、一括した閲

覧サービスがほしい。

習い事の情報

安城市内店のグルメ情報や催し物の案内。

従来の携帯電話だけしか利用していないので、必要と思う内容がわからない。現状で特段の

不便は感じていない。

窓口に行かずにできる書類発行手続き。市民の為の市役所なのに、必要な書類を土日に申

請できず、困るので。

あんくるバスの路線表示と現在の走行位置の(ナビのようなリアルタイムでの)表示サービス。


