地域情報化に関する市民 WEB アンケートの設問内容
対象者

内

全員

年齢

全員

性別

容

選択肢等

会社員
全員

職業等

公務員、団体職員

自営業（商工業 など）
専業主婦

全員
薬師寺にお住まいの
方のみ
全員

学生

自営業（農林水産業）

自由業（開業している医師、弁護士など）

パート、アルバイト

無職

その他

お住まいの地区の郵便
番号
電話の局番
インターネット利用経験 ・利用したことがある
は。

・ほとんど利用したことがない、利用したことがない
・利用する必要がない
・興味がない
・パソコン、携帯電話を持っていない

インターネットをほと
んど利用したことが
ない方、利用したこと
がない方

インターネットをほとん ・携帯電話のメールは使わない
ど利用したことがない、 ・どのようなことができるかわからない
利用したことがない理

・どうやって利用すれば良いかわからない

由は何ですか。3 つまで ・プライバシーが保護されているか不安
選択。

・パソコン代、通信費などお金がかかる
・自分の満足できる接続環境が整えられていない
・時間がない
・その他
・特定の相手（家族や友人）との連絡
・不特定な相手（コミュニティの仲間等）と情報のやりとり
・新聞やニュースの情報収集（天気予報、政治・経済、渋滞情報な
ど）

インターネットを利用
したことがある方

インターネットを利用す
る主な目的は何です
か。3 つまで選択。

・趣味、娯楽、レジャー、観光に関する情報収集
・商品や製品に関する情報収集（金額、諸元、仕様情報など）
・仕事、勉強、学術、教養に関する情報収集
・就職、転職、求人に関する情報収集
・商品の購入、各種予約サービス（チケット、航空券、きっぷなど）
・キャンペーンや懸賞などの応募
・音楽、動画などを視聴、ゲーム
・銀行の手続や金融、株などの取引

・スケジュールやファイルなど個人情報の管理
・情報発信（ホームページ作成など）
・特に理由はない（何となく、暇つぶしなど）
・その他
・自宅のパソコン
インターネットをよく利 ・職場や学校のパソコン
インターネットを利用
したことがある方

用する場所・手段は何 ・携帯電話
ですか。

・友人、知合いの家のパソコン
・インターネットカフェ、漫画喫茶

1 位から 3 位まで

・公共端末（市役所、図書館など）
・その他

・インターネット利用頻
度は（電子メールの利
インターネットを利用
したことがある方

用を除く）。
・ 電子メール利用頻度
は（携帯電話での電子
メール利用も含む）。

・ほぼ毎日
・週に３回以上
・週に１〜２回
・月に数回程度
・年に数回程度
・利用したことがない
・光ファイバー
・ADSL

インターネットを利用
したことがある方

ご家庭のパソコンでの ・ケーブルテレビ
インターネット接続方法 ・ＩＳＤＮ
は何ですか。

・電話回線（ダイアルアップ接続）
・その他
・利用していない
・是非利用したい

光ファイバー接続以外
インターネットを利用 の方での光ファイバー
したことがある方

利用希望動向はいか
がですか。

・月額料金がより安価になれば利用したい
・速い通信速度が必要になれば利用したい
・光ファイバーを利用するメリットが明確になれば利用したい
・パソコンを購入すれば利用することを検討したい
・インターネットを利用するようになれば検討したい
・利用したくない
・よく利用している

全員

市ホームページは利用
していますか。

・ときどき利用している
・ほとんど利用していない
・存在は知っているが利用していない
・存在を知らない

・内容が分かりにくいから
・内容が充実していない（情報量が少ない）から
市ホームページを利
用していない方

市ホームページを利用 ・内容が堅くてつまらないから
していない理由は何で ・情報が探しにくいから
すか。

・利用する必要がないから
・インターネットを利用したことがないから
・その他

市ホームページの項目
別の満足度
市ホームページを利
用している方

デザイン、情報の探し
やすさ、内容の充実度・
情報量、内容の分かり
やすさ、全体

・非常に満足
・満足
・どちらかと言えば満足
・どちらかと言えば不満
・不満
・非常に不満
・住民票・戸籍
・年金、税
・医療、健康、衛生
・子育て
・福祉

市ホームページの中で
市ホームページを利 は、でどのような情報を
用している方

よく閲覧しますか。3 つ
まで選択。

・ごみ、リサイクル
・スポーツ、文化
・教育、生涯学習
・市民参加
・行政の窓口、施設案内
・市の行財政状況
・市の統計
・広報紙
・観光
・図書館蔵書検索、貸出予約サービス

市ホームページで今後 ・電子申請、電子届出手続き
利用したいと思うこと。 ・各種証明書の交付

全員

既に利用しているもの ・スポーツ施設など、公共施設の予約
も含みます。３つまで選 ・各種相談（介護、健康、税務など）
択。

・情報公開手続き、公開文書の提供
・広報、施策情報など行政情報の入手
・パブリックコメントやウェブアンケートなど行政活動への参加
・講座やイベントの申し込み

・図書の検索、貸し出し予約
・その他 → その内容
・特になし
・買い物、店舗
・子育て
・教育
・習い事
・ペット
普段の生活においてあ
全員

なたが必要とする地域
の情報は何ですか。3
つまで選択。

・医療機関
・福祉
・雇用
・資産運用
・旅行、観光
・趣味、娯楽
・イベント
・道路交通情報、公共交通情報
・地域のボランティア
・その他 → 内容
・子育て支援
・教育、生涯学習
・保健、医療、健康
・福祉、介護
・市で行われるイベント
・交通

下野市から提供してほ ・公共施設の予約状況
全員

しい情報は何ですか。 ・図書館
３つまで選択。

・防災、防犯
・廃棄物（ごみの分別など）
・地域の歴史と文化
・環境（大気汚染、水質汚濁など）
・議会（経過、討議内容など）
・市の行財政、条例、各種統計
・その他 → その内容

地域に関する情報を最 ・商店街、店舗の買物、観光
全員

も多く持っているのは、 ・子育て
その地域に住んでいる ・教育機関および塾
皆様です。もし、皆様の ・農業、ガーデニング、家庭菜園、ペット

ご協力により、地域生

・医療機関および病気

活や地域産業に関する ・料理
情報を提供する地域貢 ・パソコン、インターネット
献を目的としたホーム

・スポーツ、映画、音楽

ページがあるとすれ

・交通安全や道路

ば、あなたはどのような ・地域のボランティア活動
情報や技術、知恵など ・地域の歴史、文化、自然
を提供することができま ・伝統工芸、芸術、地元に伝わる古くからの遊び
すか。3 つまで選択。

・工業（金属加工、機械技術など）
・その他 → その内容
・特になし
・幼稚園や保育園施設情報提供

インターネットを活用し
た子育て支援のための
全員

サービスとしてあれば
便利だと思うものはど
れですか。３つまで選
択。

・地域の子育て支援情報提供
・子育て情報掲示板
・子育て相談
・園内のライブ映像提供
・子育てナビゲーション（ケース別、年齢別に利用できる制度やサー
ビスの紹介）
・その他 → その内容
・特になし
・防災ハザードマップ提供（災害予測や、避難先などをまとめた地図
のネット閲覧）
・防災情報緊急通知

インターネットを活用し ・火災発生通知

全員

た防災・防犯、環境に

・災害対策情報提供（避難所開設状況や交通・ライフラインの被害復

関するサービスとして

旧情報）

あれば便利だと思うも

・被災者・家族への安否情報提供

の（既にあるものも含み ・犯罪発生マップ提供
ます）はどれですか。３ ・防犯情報メール通知
つまで選択。

・気象・環境情報メール通知（光化学スモッグ、台風、雷雨等の情報
をメールで通知）
・その他 → その内容
・特になし

インターネットを活用し ・医療相談、福祉相談
全員

た医療・福祉に関する ・医療用具や福祉用具の販売情報、口コミ情報
サービスとしてあれば

・在宅医療、見守り（ＴＶ電話等での遠隔診療、独居老人の健康状態

便利だと思うもの（既に の確認・相談）

あるものも含みます）は ・ボランティア相互紹介
どれですか。３つまで選 ・情報交流（ネット掲示板やメール等で福祉・介護などに携わる市民
択。

間で情報交換）
・地域医療・福祉連携（初診、救急時、訪問看護、介護等の際の的確
な診断・介護）
・その他 → その内容
・特になし
・豊富な情報により生活が便利になる
・豊富な情報により知識が豊かになる

今後、情報化が進むこ ・コミュニケーションの機会が増大する
全員

とによって、どのような ・購入や予約などが簡単・便利になる
効果を期待しますか。３ ・社会参加の機会が増える
つまで選択。

・地域産業の振興につながる
・知らない人と知り合え仲間が増える
・その他 → その内容
・個人情報が悪用される
・新しい情報機器（パソコン、携帯電話など）を使いこなせなくなる
・情報が氾濫して、「どの情報が正しく、自分が必要としているか」が
わからなくなる

今後、情報化が進むこ
全員

とにより不安に思うこと
は何ですか。３つまで
選択。

・人と人とのコミュニケーションが減ってしまう
・情報機器の購入や通信費などの個人的経済負担が増える
・情報機器の故障などで社会的混乱が生じる
・情報化の進展に伴い雇用数が減少して職がなくなる
・情報化ばかりが注目され、他にやらなければならないことがおろそ
かになる
・ネットワークを悪用したこれまでにない犯罪が発生する
・特に心配することはない
・その他 → その内容

全員

自由意見

下野市の情報化の現状、今後の進め方、また情報化社会全般につ
いて、ご意見がございましたら、５００字以内で入力してください。

