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「市政だより天草」アンケート 

調査結果 

 

 

 

実施期間：令和４年 11 月 29 日～12 月 31 日 

実施方法：「市政だより天草 12 月号」に掲載の二次元コード、または市ホームページに掲載

の URL より回答 

回答者数：238 人（スマホ所有者：238 人） 
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【回答者情報】 

 

【問１】市の行政情報を、どのような方法で入手していますか。【複数回答可】 

＜その他＞ 

・各団体の会議 

  

10歳代 4人

20歳代 34人

30歳代 38人

40歳代 67人

50歳代 57人

60歳代 29人

70歳以上 9人

2

5

45

53

33

28

88

84

171

214

0 50 100 150 200 250

その他

市役所へ電話やメールでの問い合わせ

家族や友人・知人との会話

ケーブルテレビやみつばちラジオ

新聞記事

自治会回覧

天草市公式SNS（Facebook、…

防災行政無線

天草市ホームページ

広報紙「市政だより天草」

(人) 

（Facebook、Instagram、YouTube、LINE） 

天草市公式 SNS 
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＜問２＞市が発行している広報紙「市政だより天草」をどの程度ご覧になっていますか。 

 

 

＜問３＞問２で「よく読んでいる」「必要な部分や興味のある部分のみ読んでいる」と答えた

方は、「市政だより天草」をどのような方法でご覧になっていますか。【複数回答可】  

 

＜問４＞問２で「よく読んでいる」「必要な部分や興味のある部分のみ読んでいる」と答えた

方は、「市政だより天草」の読みやすさはどうですか。 

 

  

よく読んでいる 117人
必要な部分や興味のある部分

のみ読んでいる 111人

ほとんど読まない 9人

全く読まない 1人

0

25

4

28

51

206

0 50 100 150 200 250

その他

市公式LINE

マチイロ（スマホアプリ）

天草市ホームページ（パソコン）

天草市ホームページ（スマホ）

毎月配布される紙面

(人) 

読みやすい 116人

どちらともいえない

（気にならない）

99人

読みにくい 4人
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＜問５＞問４で「読みにくい」と答えた理由を教えてください。【複数回答可】  

 

 

＜問６＞問２で「よく読んでいる」「必要な部分や興味がある部分のみ読んでいる」と答えた

方は、「市政だより天草」の内容についてどう思いますか。 

＜どちらともいえない＞ 

 ・市政の動き、情報を知るきっかけにはなっている 

 ・興味のわかない作りが多い 

 ・自分にとって不要な情報が多いと感じる 

 

＜少し不満である＞ 

・行政関係のお知らせが大切なのはわかるのですが、もっとほんわかするような、地域の

『日常』を載せても良いのにな、と思いました。苓北町の広報紙がそんな感じで、田舎の魅

力が伝わってきて面白いです。 

・必要な部分を集約して載せて欲しい 

・ユーモアがない 

 

＜不満である＞ 

・お知らせばかりで味気ない 

0

2

5

5

0 1 2 3 4 5 6

その他

文章が分かりにくい

記事の配置が分かりにくい

文字が小さい

(人) 

満足している 38人

おおむね満足している 159人
どちらともいえない 16人

少し不満である 7人

不満である 2人
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＜問７＞記事内に掲載している二次元コー

ドから、天草市ホームページに掲載してい

る記事の詳細を確認できるものがありま

す。二次元コードを利用して、記事の詳細

をご覧になったことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問９＞問７で「ない」と答えた理由を教えてください。 

 ＜その他＞ 

・二次元コードを読み取ってまで見る必要性を感じない 

 ・概要が分かればよいから 

 ・紙面で見ているのに、わざわざスマホ等を使ってみないといけないため手間がかかる 

 ・紙の方が読みやすい 

 ・目立たなくて分からなかった 

 ・記事の詳細を確認できると知らなかった 

 ・市役所のホームページもよく見ているから 

 

ある

90人

ない

138人
思う

93人

思わない

3人

記事に興味がない86人

二次元コードの読み方が

分からない 7人

二次元コードを読む端末

（スマホなど）がない 0人

その他 41人

＜問８＞問７で「ある」と答えた方は、

二次元コードがあると便利だと思いま

すか。 
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＜問 10＞どのコーナーをよくご覧になりますか。【複数回答可】 

 

 

＜問１１＞よくご覧になるコーナーのどのようなところを気に入っていますか。【自由記述】 

※原文ママ 

■情報の入手 

・天草市内で行われるイベントや暮らしに活かされる情報が見つからる 

・くらしの情報や市民のひろば 

・色々な情報がわかり、興味深い記事は参加もあり得ます。 

・説明している。 

・行政情報や市長のコラム、市民の話題、全般的に情報が豊富で分かりやすく、ためにな

るので、楽しく読んでいます。 

・暮らしの情報の入手方法として利用 

・話題になっていることがわかる。写真ありわかりやすい。知らない場所など詳しく紹介

してある。訪れたくなる。 

・少ない文章量で最低限必要な情報を得られる点 

・各課からのお知らせがわかりやすい。 

・くらしの情報では、各地区でどのようなイベントが行われているのか知る事が出来る。 

・生活に密着した情報で楽しみで読んでいます。 

・天草のイベント情報が盛り沢山で、毎月見るのが楽しみです。 

7

15

19

70

21

66

102

78

56

57

48

22

34

92

101

168

32

135

55

0 50 100 150 200

広告

献血日程

水道修繕当番店

休日在宅病（医）院

潮汐表

お出かけ情報

宝島のわだい

ハッピーバースデー

○○な人み～つけた！

元気☆あまくさっこ

天草見どころ図鑑

ともに生きる

天草文化財探訪

キラリ天草人

市民のひろば

くらしの情報

いきいき健康

特集

市長コラム

(人) 
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・天草でも、住んでいる地域のことが知れる 

・退職してから 市の情報を聴くことが少なくなり市政だよりやみつばちラジオで行事

を知ることがあり とても有難い 

・わかりやすい説明と知りたい情報が多い。 

・身近な記事が多いので役に立つ 

・生活に必要な情報だから 

・子供を連れて遊びにいける情報 

・イベントが簡潔でわかりやすい。 

・天草市内の出来事がわかりやすい。 

・自分の興味のあるところ 

・各地域のイベント情報等 

・小さい子どもがいるので休日在宅病院の情報 

・お出かけ情報をよく読んでいます。 

・普通に生活してるだけではとれない情報を得られる 

・オトクな情報や習い事など楽しみ 

・今月の予定 芸術に関する部分 今月の人 天草市の将来についてなど 

・自分が行動する場合な参考になる 

・各地域のイベント募集 

・休日当番医は、必ず確認して緊急の場合、役立ってます。 

・身近な情報がよく分かるから 

・天草の今がわかるところ 

・興味があれば出向く情報になる。 

・ある程度、色々な情報が入手できる。 

・天草市内の各地の取り組みや人が知れる 

・市内の模様がよくわかるから。 

・長い住んでいても知らないことが多い。特に合併を機に自分の中の故郷が旧自治体に

限られていたのが天草市全体に広がったことも理由だと思う。天草は広いと思う。 

・情報取得 

・宝島のわだい・・各町の出来事がわかるところ 

・天草のイベントや知らない情報がみれる。 

・わかりやすく情報がわかる。 

・自分の興味、関係のある人やコトの情報を知ることができるので良いと思います。ま

た、子ども達や高齢者など普段接する機会の少ない人達の活動を知る良い機会にもなっ

ています。 

■知人の掲載 

・知っている人がたまに掲載されるから 

・知り合いの人が載っていないかつい探してしまう。 
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・自分が保育士のため、天草の子どもたちが気になる。 

・知ってる学生が紹介されていると嬉しくなる。 

・知り合いや住んでる地域が出てこないかなとワクワクしながら読める 

・知り合いの人が掲載されているかと思うから 

■その他 

・市長のコラムは市長の思いが伝わっていて、楽しみです。 

・カラーで読みやすいことが多い。 

・特集に関しては楽しそうな編集(写真を多く使う等)がされており、興味を引く 

・写真 

・天草文化財探訪 知る機会がなかなかないので読んで勉強したい（忘れ忘れですが） 

・深入りできる 

・各地域の行事で季節感が伝わる 

・特集は毎回よく工夫されてて、読みがいもあるし感動もある 

・天草市政を伝えていただく、大切な機会として、ひととおり全て読ませていただいてい

ます。気にいる、いらないの視点で読んだことをありません。 

・全て 

・なんとなく気になり見ている 

・特に気に入っていない 

・あまりない。 

 

 

＜問 12＞ 問２で「ほとんど読まない」「全く読まない」と答えた理由を教えてください。 

＜その他＞ 

※記入なし 

 

 

  

2

3

2

4

5

0 1 2 3 4 5 6

その他

届かない（配布されない）

市政に関心がない

見たい情報がない

読む時間がない

(人) 
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＜問 13＞不要だと思うコーナーはありますか。【複数回答可】 

 

 

 

＜問 14＞掲載してほしい内容や特集として取り上げて欲しいテーマ【自由記述】 

※原文ママ 

■市民生活・地域の情報 

・草や家庭からのゴミを燃やす人を度々見かける。臭いが凄いです。明らかに草や紙以外

の臭いがする時もあります。農業から出る草は燃やしても良いとなっていますが目の前

が真っ白くなるくらい煙が舞う時もよくあります。年末年始に向けて燃やす回数も多く

なりますので市政だよりを利用して大きく目立つように注意を促してほしいです。回覧

もあればいいですね。 

・介護、認知症支援等福祉の話題。特に本渡から離れており訪問診療医などもいない倉岳

町などでの取り組みを知りたい。自分が住んでいる近辺でどんなサービスが受けられる

のか、気軽に相談できる所はどこか知りたい。 

・高齢者が多いので福祉のあれこれをテーマにしたコーナー 

・高齢者が多いので、高齢者がいきいきと生活しているところ、パソコンやスマホつかっ

て工夫してせいかつしていることなど 

・高齢者の健康 

・市民からのお便り、情報コーナー 

・市内の子どもたちから、四コママンガや、天草の景色にちなんだ背景の迷路、間違いさ

137

9

2

2

15

1

3

9

10

6

2

3

5

10

0

0

6

2

8

0 50 100 150

不要だと思うコーナーはない

献血日程

水道修繕当番店

休日在宅病(医)院

潮汐表

お出かけ情報

宝島のわだい

ハッピーバースデー

○○な人み～つけた！

元気☆あまくさっこ

天草見どころ図鑑

ともに生きる

天草文化財探訪

キラリ天草人

市民のひろば

くらしの情報

いきいき健康

特集

市長コラム

(人) 
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がしなどを書いて募集、掲載する。子どもたちの困り事や、学校にあったらいいもの、公

園にあったらいいもの、こんな授業をしてほしいなどの、なまみの声をひろって掲載。本

当に現場が必要としていることや、その理由などを地域の大人たちと共有する 

・ボランティア活動、色々な活動を知りたい。合えば参加したい。 

・振興会や行政区などの「地域づくり活動」の状況等を連載してほしい。 

・まちはみんなの遊園地が次はいつあるかを教えてほしい 

・地域ごとのイベント（祭りなどの）予告をもっと大々的にやってほしい。 

・フリマ的な取り組み 

・新規で開店した飲食店 

・グルメ、お店知らないお店とかたくさんあると思うので 

・天草の朝食、ランチ、居酒屋情報習い事紹介 

・天草の旬の食材を使った、おすすめ料理や、郷土料理のレシピを紹介して欲しい。 

・各地域で引き継がれている郷土料理のレシピ 

・観光スポットの四季の写真コーナー四季の違いで変わる観光スポットなど 

・大阪からきた私は、15 年になりますが、絶景スポットなど紹介して下さい。 

・絵や歌、書道など、芸術・文化を趣味で行っている方々が、気軽に自分の能力を他の人

にアピールでき、応募できるコンテスト情報や、出展できるイベントの情報があればいい

ですね。その一環として、イラストや詩、個人のコラム、小説など、読者が作る広報誌読

者コーナーがあれば面白いかもしれません。 

・スポーツ情報 

・釣り場と釣りのマナーを教えるコーナー。空き家・空き地情報、貸店舗情報アマビズ起

業実例紹介誘致起業の詳細とその後を紹介 

・天草の生き物特集。特有の生物もですが、そうではない生物も含め自然の多い天草の野

生動物の紹介ページ。 

・天草の歴史をシリーズ化してほしい。天草に人が住み始めた頃から始まてほしい。 

・求人関係 

・高齢者 若者 の 職場づくり天草に 永住したくなる 町づくり がん治療 セカ

ンドオピニオン 等 医療に関すること 病気の予防法 料理の献立 

■市役所・学校 

・公共工事等の進行状況などを 3 ヶ月、6 ヶ月毎定期的に教えて欲しい。 

・担当者の編集後記を復活させてほしい。 

・買い物難民についての天草市の市政。車がない人の足をどう確保するかなど 

・災害危険地域等の情報 

・市長への質問コーナーを設けて欲しいです。質問内容と回答を記載してもらえればい

いいと思います。それとは、別に投書箱や目安箱コーナーがあるといろんな意見が発信出

来ると思います。 

・以前あった新婚さんを紹介するコーナーを復活してほしい。今年、市役所内の掲示板に
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募集があったため応募したが、終了していると聞いて残念だった。 

・市のこれからの地域への取り組み 

・市として、市民に伝えなければならないことをきちんと正確に伝えてほしいと思って

います。都合の良いところまでではなく、できるだけ知らせてほしいと思います。頑張っ

ていただいていることはわかっております。文句は言いませんので、よろしくおねがいし

ます。 

・表紙に部門ごとの問い合わせ先を載せてほしい 0969 から電話番号を載せてほしい 引

っ越ししてくる人は解りません 

・市内の小学校から高校等の情報 

■その他 

・今のままでいいと思う 

・今は思い出せません 

・思いつかない。見てる時は思うんですが。 

 

 

＜問 15＞広報紙のページ数（令和４年度は平均 40 ページ）についてどう思いますか。 

 

 

  

多い 14人

少し多い 46人

ちょうど良い 172人

少し少ない 6人

少ない 0人
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＜問 16＞現在、広報紙は各戸へ紙面で配布、天草市ホームページやマチイロ（アプリ）に掲

載しています。今後の紙面での配布方法についてどう思いますか。 

 

 

 

＜問 17＞問 16 で「今後も各戸へ紙面での配布が必要」と答えた理由を教えてください。【複

数回答可】 

 

＜その他＞ 

・スマホを持っていない、使えない高齢者や子どもなどへの配慮が必要 

・自分は電子版で良いが、天草市民は高齢者が多い 

・紙面で届くから読むけど、紙面でなければ読まない 

・登録するだけでお金がもらえた天草のさりーの普及率を考えると、紙面をやめた場合、半

数以上の人が見る機会がなくなる 

・子どもが掲載されたときに記念に残しておきたい 

・必要な情報が掲載されているか分からない、探せない 

 

  

今後も各戸へ紙面での

配布が必要 174人

今後は各戸へ紙面での配布は必要ない

（ホームページやアプリでの配信で構

わない） 64人

35

1

2

134

0 50 100 150

その他

スマホやパソコンでの読み方が分からない

スマホやパソコンを持っていない

紙面の方が読みやすい

(人) 



13 

 

＜問 18＞広報紙について何かご意見、ご感想がありましたら、記入してください。【自由記

述】 

※原文ママ 

■応援 

・天草市内の情報をいつもありがとうございまします。 

・毎月の発行大変ご苦労様です。毎月、表紙を楽しみにしています。 

・がんばってください！ 

・毎月ご苦労さまです 

・いつもたのしく読んでいます。これからも頑張って下さい。 

・市内各所の話題を盛り込むのは大変だと思いますが、いつも楽しみにしています。マチ

イロで読めることを知らなかった 

・いつもありがとうございます 

・広報誌の制作は、お疲れさまです 

・毎月大変だと思いますが、頑張って欲しいです。天草に住んでても天草のことを知らな

いこともたくさんあるので再発見できる記事を楽しみにしてます！ 

・毎月楽しみに読んでます。読みやすいしわかりやすいので今後も市民のために大変で

しょうけど頑張って発行お願いします。 

・毎回情報ご苦労さまです。 

・県外で働いている久玉町出身者です。現在、暮らしている街の広報誌と読み比べしてい

ます。今後も楽しみにしています。 

・努力されている広報紙だと思います、お疲れ様です。 

■改善 

・以前は月に 2 回発行されていたが以前の様に月に 2 回発行する事は出来ないのか？月

に 2 回発行出来る理由と出来ない理由を教えて欲しい 

・市民が必要としている情報や市が伝えたい情報をタイムリーにわかりやすい形で提供

してほしい。 

・区での配布は負担になっているように思います。ポスティング業者への委託がいいと

思います。 

・現在、情報を手に入れる手段は物理(広報紙)よりも、インターネット環境が主になって

います。行政情報の発信も、いい加減そのようにするべきではないでしょうか。広報紙

は、欲しいと手をあげた人にだけ配布すればいいのではないですか。 

・応募プレゼント等もあればより楽しめそうです。 

・この様なアンケート調査は必要で広報も時代にあったものにして経費を削るべきであ

ると思います。 

・タイムリーな話題を多く拾っていただき、いっそう充実した紙面を目指してください。 

・紙の質を 新聞紙のような紙に してもよいと思う 

・市政だよりだけでなく、他の広報誌も折り込んであるため、多いような気がする。また、



14 

 

全面カラーも費用がかさむと思う。広報費はもう少し削減して、市民のために税金を使用

してほしい。 

・資源もあるので市報がいらない人はマイナンバーで申請できるなら市に申請できれば

よいがまた古い市報も市役所で回収してリサイクルしては。市の政策、天草の教育など、

You Tube と併せて発信していくほうがよい綺麗な、おしゃれなデザインより、困りごと

の相談部署が表紙できちんとわかるように下にあったほうがよい 

・誰もが読める。特に高齢者への配慮が必要。 

・若い世帯にはあまり見ない方もいらっしゃると思うので、紙面での全戸配布もいいで

すが、希望を募って、ネット見ることを希望する方には配布しないという選択をしてもよ

いと思います。(既に実施されている場合はすみません。)その代わり、LINE で今配信さ

れているように、情報を提供する機会は増やした方がいいと思います。 

・経費を考えると、紙であること、配る必要があること、すべてが結局ごみ(しかも、か

なり短期のサイクル)(資源回収にしている人もいるとは思うけど)になることなどが明ら

かで、コスパが悪いことといえる。段階的に減らしていいのでは。高齢者には大切な情報

源ではあるので、時期は難しいとは思うけど。。月いちと、季節毎など、頻度と情報量を

かえていくのもありかな。 

・郷土料理やレシピも紹介して下さい。 

・配布は希望制にしてよい。スマホ、パソコンから情報が得られて市役所でも入手できる

から。 

・区ではなかば、強制的に区費を支払って広報誌を買ってあるかんじです。区費も家庭の

出費を抑えたいので、配布はやめてほしいです。ご近所の関係でいらないとはいえませ

ん。ネットでもみれます。。宜しくお願いいたします。無料なら良いのですけど。 

・色々な冊子が挟まっており、その冊子で個別の情報はある程度カバーされているので、

本誌の方はもう少しボリュームを減らしても良い気がします。 

・各区自治公民館や各コミセンへ 10 部程度配布して、見る方は見に行く 

・家には届かないので、職場で読んでます。最近歴史にも興味があるので、有名ではない

けど意味深い史跡の紹介など見てみたいです。 

・アパート住まいの方々は区に入ってと市政だよりを見ることができなので全世帯に配

布できる方法があればいいのでは。 

・特集記事を数か月に 1 回ペースでもよいので、読んでみたい。 

・少子高齢化及び核家族化が加速化するなか、地域の郷土料理を伝承する方々が少なく

なってきています。郷土料理は先人たちが考え産み出した「郷土の文化と知恵の結晶」で

す。これを後生に受け継ぐ使命が私たちにはあるので、是非とも郷土料理伝承のコーナー

を、新設してください。我々天草の誇りにもなります。また、郷土芸能コーナーも併せて

新設願います。欲張れば、天草今昔物語(写真掲載含む)も新設願います。 

・アンケートの問いが多すぎる 

・それぞれ 地域ごとの情報は大切だと思いますが 内容が詰め込み過ぎだなあと感じ
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る時があり 読み飽きてしまう時がある 

・作り手の熱意が伝わらない 

■その他 

・ホームページやアプリの配信が経費がかからないことはわかっていますが、自分の親

族や近所の高齢者の方々を見るとまだまだ紙面での情報提供は必要であると強く感じま

す。もっと広告を載せても良いので、続けてください。お願いします。 

・範囲が広いので 厚くなるのは仕方ないが配布する人は重くなるので 世帯の多い所

は大変かもしれない 

・広報誌が目につくから読む。スマホのように、わざわざ自分で読みに行かなければなら

ないようになると見る機会も減ると思う。 

・作り手の負担にならないような内容に変更されてもいいと思います。 

・これからも写真を多く取り入れてほしい。 

・今後も各家庭に配布を希望 

 


