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時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日ごろは、本市のまちづくりに深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

本市では、広報活動として「広報なんたん」（奇数月第２金曜日に発行）、「お知らせなん

たん」（毎月第２・４金曜日に発行）、「南丹市ホームページ」のほか、CATV 自主放送番組

「なんたんテレビ」などで南丹市の情報をお届けしています。 

「広報なんたん」では、主に市の施策を特集記事などを通じてお知らせするほか、「お知

らせなんたん」では、催しなどの情報を、CATV 自主放送番組「なんたんテレビ」では市

の旬なニュースを紹介するなど、媒体の特性に合わせた広報活動を推進していきたいと考

えています。 

 つきましては、広報活動のさらなる充実に向けて、市民の皆さんのご意見・ご感想をお

聞かせいただきたく、アンケートを実施させていただきます。 

なお、このアンケートは、１５歳以上の市民の中から、無作為に選ばせていただいた 

５００人の皆さんに、お願いしています。 

大変ご多用のことと存じますが、本アンケートの趣旨をご理解いただき、ご協力くださ

いますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 ぜひ、皆さんのご意見・ご感想をお寄せください。 

 

平成２６年２月１４日 

南丹市長 佐々木 稔納 

 

 

【ご記入に際してのお願い】 

 ・選択肢がある場合は、該当すると思われる番号を○で囲んでください。 

 ・回答が「その他」に当てはまる場合は、その番号を○で囲み、（  ）内にその内容をご

記入ください。 

 ・アンケートの質問事項は、４ページありますのでご注意ください。 

 ・このアンケートには、お名前の記入は不要です。 

 ・記入内容は、統計的に処理を行い、調査目的以外に使用することや皆さんのご迷惑にな

るようなことは一切ございませんので、日ごろのお考えをそのままお聞かせください。 

・メールで回答いただける方には、用紙をメールで送付しますので、下記メールアドレス

に「広報アンケート用紙希望」と記入し送信いただくか、下記問い合わせ先にご連絡く

ださい。また、メールに設問番号と回答のみを記入し送信いただいても結構です。 

 ・３月３日（月）までにご記入のうえ、同封の返信用封筒（切手は不要です）

または、Ｅメール（kikaku@city.nantan.kyoto.jp）で返送ください。 

・調査結果は、個人が特定できる部分を除いて、市の広報紙やホームページなどで公表し

ますのでご了承ください。 

 

【問い合わせ先】 

南丹市役所 企画政策部 企画調整課 

TEL ０７７１－６８－００６５ 

FAX ０７７１－６３－０６５３ 

南丹市ホームページ（http://www.city.nantan.kyoto.jp/www/） 
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1. ほぼ毎号読む   2. たまに読む   3. ほとんど読まない   4. 全く読まない 
 
※下記問５～問１０は、問 4 で「1. ほぼ毎号読む」「2. たまに読む」と回答した方に質問します。 
 

問５ 「広報なんたん」は読みやすいですか。 

 
1. 読みやすい   2. どちらかといえば読みやすい   3. どちらでもない    
4. どちらかといえば読みにくい   5. 読みにくい 
 

問６ 
問５で「1.読みやすい」「2.どちらかといえば読みやすい」と回答した方に質問します。 
あなたが読みやすいと思った理由は何ですか。（複数可） 

 
1. 記事内容がわかりやすい   2. 読みたい記事が見つけやすい 
3. レイアウトが見やすい   4. 情報量が適切である 
5. その他（                  ） 
 

問７ 
問５で「4.読みにくい」「5.非常に読みにくい」と回答した方に質問します。 
あなたが読みにくいと思った理由は何ですか。（複数可） 

 
1. 記事内容がわかりにくい   2. 読みたい記事が見つけにくい 
3. レイアウトが見にくい   4. 情報量が多すぎる 
5. 情報量が少なすぎる   
6. その他（                  ） 
 

問８ 「広報なんたん」の本文の文字の大きさはどうですか。 

 
1. 文字が大きく読みにくい   2. ちょうどいい   3. 文字が小さく読みにくい 
 

問１ あなたの性別は。 1. 男性   2. 女性 

問２ あなたの年齢は。 
1. １０歳代   2. ２０歳代   3. ３０歳代 
4. ４０歳代   5. ５０歳代   6. ６０歳代 
7. ７０歳代以上 

問３ あなたの住所は。 1. 園部町   2. 八木町   3. 日吉町   4. 美山町 

問４ 「広報なんたん」を読みますか。 

今回のアンケートは、皆さんから寄せられたご意見・ご感想などをこれからの広報活動に生か
すためのものです。当てはまる項目に○印をつけてください。 

（アンケートは４ページ（アンケートは４ページ（アンケートは４ページ（アンケートは４ページあります）あります）あります）あります） 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

広報なんたん広報なんたん広報なんたん広報なんたんについてお聞きします    
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問９ 
あなたはどのような記事を増やせばよいと思いますか。 
（３つ以内で選んでください） 

 
1. 新しい制度の紹介 
2. 市の計画・実施している事業の動き 
3. 予算の内容と使い方 
4. 市の統計資料 
5. 市民が登場する記事 
6. まちの話題や出来事 
7. 防災に関する情報 
8. 子育てや教育に関する情報 
9. 生活に関する情報 
10. 健康に関する情報 
11. 福祉に関する情報 
12. 郷土の歴史や文化の情報 
13. 市の施設からのお知らせ 
14. 市民協働に関する記事 
15. 農林水産業に関する記事 
16. その他（                 ） 
 

問 10 「広報なんたん」を読んで市政への理解が深まりましたか。 

 
1. 深まった   2. どちらかといえば深まった   3. どちらかといえば深まっていない   
4. 深まっていない   5. その他（                  ） 
 
 
 
 

問 11 
「お知らせなんたん」（毎月第２・４金曜日に発行）は、発行から何日ぐらいでお手元
に届きますか。 

 
1. １～５日   2. ６～１０日   3. １１～１５日    
4. １６日以上   5. 届いていない 
 

問 12 「お知らせなんたん」を読みますか。 

 
1. ほぼ毎号読む   2. たまに読む   3. ほとんど読まない   4. 全く読まない 
 
※下記問１３～問１４は、問１２で「1. ほぼ毎号読む 」「2. たまに読む」と回答した方に質問し

ます。 
 

問 13 「お知らせなんたん」は読みやすいですか。 

 
1. 読みやすい   2. どちらかといえば読みやすい   3. どちらでもない 
4. どちらかといえば読みにくい   5. 読みにくい 
 

問 14 「お知らせなんたん」の内容にどの程度目を通しますか。 

 
1. 全ての記事に目を通す    2. 気になる記事のみ目を通す  
3. その他（                  ） 

お知らせなんたんお知らせなんたんお知らせなんたんお知らせなんたんについてお聞きします    
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問 15 
問１３で「4.どちらかといえば読みにくい」「5.読みにくい」と回答した方に質問しま
す。あなたが読みにくいと思った理由は何ですか。（複数可） 

 
1. 記事内容がわかりにくい   2. 読みたい記事が見つけにくい 
3. レイアウトが見にくい   4. 情報量が多すぎる 
5. 情報量が少なすぎる   6. その他（                  ） 
 
 
 
 

問 16 あなたはインターネットを利用したことがありますか。 

 
1. ある   2. ない 
 
※下記問１７～問１８は、問１６で「1. ある」と回答した方に質問します。 
 

問 17 どれくらいの頻度で利用されますか。 

 
1. ほぼ毎日   2. 週に３～５日   3. 週に１～２日 
4. 月に１日以上   5. その他（                  ） 
 

問 18 見る媒体は何ですか。 

 
1.PC   ２.スマートフォン   ３.その他（             ） 
 

問 19 「南丹市ホームページ」を見たことがありますか。 

 
1. ある   2. ない   3. 南丹市ホームページがあることを知らなかった 
 
※下記問２０～問２１は、問１９で「1. ある」と回答した方に質問します。 
 

問 20 「南丹市ホームページ」をどれくらいの頻度で見られますか。 

 
1. ほぼ毎日   2. 週に１回程度   3. 必要な時に見るだけ 
4. １～２回見ただけ   5. その他（                 ） 
 

問 21 
「南丹市ホームページ」で探したい情報は得られましたか。 
（検索された内容を記入してください） 

 
1. 得られた   2. 内容が不十分だった   3. 見つからなかった 
※検索された内容を記入してください（                 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

インターネット・ホームページインターネット・ホームページインターネット・ホームページインターネット・ホームページについてお聞きします    
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問 22 なんたんテレビ「データ放送」を利用したことはありますか。 

 
1. ある   2. ない   3. 知らなかった（なんたんテレビに加入している） 
4.なんたんテレビに加入していない 
 
※下記問２３～問２５は、問２２で「1.ある」と回答した方に質問します。 
 

問 23 「データ放送」をどれくらいの頻度で見られますか。 

 
1. ほぼ毎日   2. 週に３～５日   3. 週に１～２日 
4. 月に１日以上   5. その他（                  ） 
 

問 24 どのような情報をよく見ますか。（３つ以内で選んでください） 

 
１ .お天気（注意報、警報、アメダスなど） 
２ .市役所からのお知らせ 
３ .学校からのお知らせ 
４ .各種団体からのお知らせ 
５ .CATVからのお知らせ 
６ .おめでた・おくやみ 
７ .市営バス時刻表 
８ .ごみカレンダー 
９ .なんたんニュース・京都新聞 
10.その他（                  ） 
 

問 25 「データ放送」で探したい情報は得られましたか。 

 
1. 得られた   2. 内容が不十分だった   3. 見つからなかった 
※検索された内容を記入してください（                 ） 
 
 
 
 

問 26 
「広報なんたん」、「お知らせなんたん」、「南丹市ホームページ」、自主放送番組「な
んたんテレビ」など広報活動へのご意見、ご感想などを自由にお書きください。 

 
 
 

 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 
皆さんからの貴重なご意見を、広報活動に生かしていきます。 

最後に最後に最後に最後に    

なんたんテレビ「データ放送」なんたんテレビ「データ放送」なんたんテレビ「データ放送」なんたんテレビ「データ放送」についてお聞きします    


