
実施期間 2012年11月12日（月）～2012年11月26日（月）

※期限過ぎに提出されたものも集計しています。

テーマ 1.教育広報「まちだの教育」

2.町田市市民公開型ＧＩＳ「地図情報まちだ」

アンケート対象 2012年度町田市市政モニター

対象者数

回答者数

回収率

回答者の属性

(１)性別

(２)年代

(3)回答方法

194名

174名

89.7%

性別

男性

女性

％

45.4%

54.6%

79

95

人数

合計 174 -

年代

6

31

31

人数

14.9%

9.8%

-174

16.1%

合計

20.1%

26

４０歳代

２０歳代 17

35

28５０歳代

３０歳代

７０歳代

％

138 79.3%

人数

％

3.4%

17.8%

17.8%

８０歳代以上

６０歳代

174 -合計

電子メール 36 20.7%

郵送

性別

男性
45.4%

女性
54.6%

80歳代以
上
3.4%

20歳代
9.8% 30歳代

14.9%

40歳代
20.1%50歳代

16.1%

60歳代
17.8%

70歳代
17.8%

電子メー
ル

20.7%

郵送
79.3%

2012年度町田市市政モニター　第2回アンケート集計結果
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1.教育広報「まちだの教育」について
※回答が択一または１つのみ選択の場合は「構成比」を、複数選択の場合は「回答比」を表示します。

　教育委員会では、教育委員会が実施する施策や事業等について市民の皆様に広く

知っていただき、町田市の学校教育や生涯学習について理解や関心を深めていただ

くことを目的として、年４回教育広報「まちだの教育」を発行しています。

　今回のアンケートでは、教育行政の広報について、ご意見をお伺いするものです。

同封しました「まちだの教育」 No.81、82を参考に、問１７までの質問にお答え

ください。いただきました回答結果は、市民の皆様に町田市の教育行政について、

よりわかりやすく広報していくための基礎資料とさせていただきます。

町田市では、「町田の学校教育・生涯学習」情報をさまざまな形で発信して

いますが、あなたは、それを何によって知ることが多いですか。

（いくつでもお選びください）

「広報まちだ」と答えた方最も多いです。

その一方で、「何も知らない」と答えた方は31名（全体の約２割）いらっ

しゃいました。
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その他の主な理由

・同じ町田に住んでいる人、親からなど　・近所のクチコミ

・学校で配布される資料　・パソコンが無いので広報紙のみでの情報

・新聞を取っていた時は、「広報まちだ」がポストに入っていましたが、現在は新聞

　を取っていませんので「広報まちだ」も読んでいません。自治会の役員をしていた

　時は、いろいろ情報も入りましたが、現在は役員もしていませんので何も入ってき

　ません。

・「学校だより・学級だより」は町内会の回覧板で

・子供の事は地域の回覧で度々知る事もありました。

あなたは、以前（今回のアンケートより前）から、教育広報「まちだの教育」

を知っていましたか。（1つだけお選びください）

「まちだの教育」を知っていた方と知らなかった方が半々くらいでした。

Q２で「知っていた」と答えた方（89名）にお尋ねします。

「まちだの教育」はどこで知りましたか。（いくつでもお選びください）

新聞の折込で「まちだの教育」を知ったという方が最も多かったです。

Q３

47.1%

知っていた

知らなかった

3 1.7%無回答

Ｑ２

回答者数 構成比回答内容

89 51.1%

82

…

…

72

24

5

2

3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

新聞の折込

市のホームページ

希望者への郵送（有料）や
高齢者や障がいのある方へ

の郵送（無料）配布

その他

市の施設
（市役所、市民センター、

図書館、生涯学習センター、
学童保育クラブなど）
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Q２で「知っていた」と答えた方（89名）にお尋ねします。

「まちだの教育」紙面をどのくらい読んでいますか。（1つだけお選びください）

Q４で「全て読んでいる」もしくは「一部分だけ読んでいる」と答えた方（76名）

にお尋ねします。関心を持っている（読んだことがある）記事はどんな記事ですか。

（いくつでもお選びください）

68.4%52

無回答 1 1.1%

生涯学習センター・自由民権資料館・図書館・文学館
等での催し情報

※Q2で「知っていた｣と答えた方の構成比です。

回答者数

一部分だけ読んでいる 61 68.5%

全て読んでいる 15 16.9%

Q4

回答内容 回答者数 構成比※

回答内容

市内小・中学校の取り組み等の紹介記事 53

教育委員コラム 4

10

町田市歴史の一コマ 24

Q5

回答比※

69.7%

5.3%

教育委員会の動き 7 9.2%

31.6%

読んだことはない 12 13.5%

※Q４で「全て読んでいる」もしくは「一部分だけ読んでいる」と答えた方の回答比です。

連載町田市の文化財をご存知ですか 19 25.0%

13.2%わがまち学校たんけん隊！

無回答
1.1%

全て読んでい
る

16.9%

一部分だけ読
んでいる
68.5%

読んだことは
ない

13.5%
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Q４で「読んだことはない」と答えた方（12名）にお尋ねします。

その理由は何ですか。（いくつでもお選びください）

その他の主な理由

・町田へ引越しして来た時は、子どもが中学生と小学生だったから関心があったが、

　今は社会人になり興味がないから。

・子育ても終り興味は健康や老後の事となった為　　・興味がなかった。

・学校の教育関係と思って自分には関係ないと思い見た事がなかった。

・学校に行っている子供が居ない

Q2で「知らなかった」と答えた方（82名）にお尋ねします。

その理由は何ですか。（いくつでもお選びください）

Q7

回答者数 回答比※回答内容

Q6

41.7%

発行日を知らないため、新聞折込に気がつかない 1 8.3%

0 0.0%

新聞を取っていない 2 16.7%

※Q４で「読んだことはない」と答えた方の回答比です。

興味がある記事がない

字が小さくて読もうと思わない

3 25.0%読む時間が無い

その他（自由記述）

33.3%4

5

45

28

28

14

0 10 20 30 40 50

発行日を知らないため、
新聞折込に気がつかない

新聞を取っていないため

配布場所を知らないため

その他
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　ここから先の質問には、同封した「まちだの教育」81号、82号をご覧いただいた上で

お答えください。

全ての方にお聞きします。今回、同封した「まちだの教育」81号・82号をご覧

いただいて、どの記事に関心を持ちましたか？（いくつでもお選びください）

「まちだの教育」81号について

「まちだの教育」82号について

回答比回答内容 回答者数

36

Q8

教育委員コラムＶｏｌ．1 井関孝善委員 ～教育委員の
月間活動報告～

8

46

106 60.9%開校！町田市立小山中学校

 新たに文化財が指定されました

町田市生涯学習センター４月１日オープン！ 59 33.9%

連載町田市の文化財をご存知です 55 31.6%

まちだの子 がんばっています！ 67 38.5%

20.7%

「町田市立小中一貫ゆくのき学園」が開校します！ 66 37.9%

21.8%

26.4%

4.6%

19 10.9%

教育委員会の動き

回答内容

いきｍｏｎｏがたり～「ファーブル昆虫記」＆「シー
トン動物記」の世界～展

60

12

町田市学校支援ボランティア感謝状贈呈式が開催され
ました

6.9%

〈連載〉町田市の文化財をご存知ですか 第７回（通
称）鎌倉井戸（町田市指定史跡）

65 37.4%

わがまち学校たんけん隊！ 38

『サラダ記念日』から25年愛しき人への三十一文字
　俵万智展

回答者数 回答比

34.5%

ごあいさつ 教育委員 佐藤昇 13 7.5%

24.1%

生涯学習センターからのお知らせ（まちだ市民大学Ｈ
ＡＴＳで学んでみませんか？・ボランティアスタッフ
大募集～障がい者青年学級～）

40 23.0%

わがまち学校たんけん隊！ 59

教育委員会の動き

54 31.0%

町田市教育センター 土曜日の教育相談を始めます！ 14 8.0%

49 28.2%

9 5.2%

33.9%

職場体験事業 地域で支えよう「町田っ子」の未来探し
受け入れ先事業所募集中！

41 23.6%

町田市歴史の一コマ「南多摩郡各町村縮図」

自由民権資料館「絵図でみる町田Ｐａｒｔ2－」 42

地域で支えよう！学校教育！！学
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←「まちだの教育」8１号で、一番関心が

もたれた記事は、１面に掲載された小山

中学校開校の記事でした。

「まちだの教育」82号で、 →

一番関心がもたれた記事は、

町田市指定史跡「鎌倉井戸」

を紹介した記事でした。
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全ての方にお聞きします。「まちだの教育」の紙面についてお尋ねします。ご覧いた

だいて、読みやすいですか。（1つだけお選びください）

「どちらかというと読みやすい」と答えた方が最も多いです。「読みやすい」

と答えた方と合わせると、全体の約７割になります。

Q9で「読みやすい」もしくは「どちらかというと読みやすい」と答えた方（125名）

にお尋ねします。その理由を教えてください。

（いくつでもお選びください）

読みやすい理由として「カラー使いでイラスト・写真を多用していてる」と答えた

方が、全体の90％以上でした。

※Q9で「読みやすい」もしくは「どちらかというと読みやすい」と答えた方の回答比です。

Q10

回答内容 回答者数

見出しが工夫されている 59 47.2%

伝えたい情報（必要事項）のみ掲載されている 20

毎号の紙面構成（レイアウト）が統一されている 25 20.0%

カラー使いでイラスト・写真を多用していてる

Q9

76 43.7%

30 17.2%

どちらかというと読みやすい

どちらともいえない

構成比回答内容

92.0%

49 28.2%読みやすい

回答者数

回答比※

13

0

115

0.0%

6 3.4%

どちらかというと読みにくい

読みにくい

無回答

7.5%

16.0%

その他（自由記述） 12 9.6%

…

どちらかとい
うと読みにく

い
7.5%

無回答
3.4%

読みやすい
28.2%

どちらかとい
うと読みやす

い
43.7%

どちらともい
えない
17.2%

…
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その他の主な理由

・ごく普通のテンプレートなのでよみづらくはないです。カラーですし。しかし全体とし

　て何が伝えたいか、どうしても伝えたいことは何か、いまいちピンときませんでした。

・枠に色が付いている記事に目が行き易い。特に注目して欲しい記事は枠で囲うと良いと

　思う。

・タイトルが項目ごとに大きく、またレイアウトが工夫されているので、一見して読み

　易く、又、各記事の字も大きめで読みやすい。

・バランスが良いと思います。

・わが町学校たんけん隊、紙面の中では１つの学校に3枚の写真あわせて12枚、同間隔

　で上、中、下と入っているがあまりに整然として、文字が読みにくく感じました。

・同封のまちだの教育は大きいですが実際のものは字が小さいので見出しで自分の利に

　なるもの　近所の学校を見る

・文字が多すぎる。もう少し、イラストを効果的に使うと、もっと親近感がわくと思いま

　す。

・紙面が少ないのでしょうがないが、記事に内容がない。市の広報と統一して、毎月出し

　たほうがよい。

Q9で「どちらともいえない」、「どちらかというと読みにくい」、「読みにくい」

と答えた方（43名）にお尋ねします。その理由を教えてください。

（いくつでもお選びください）

読みにくい理由として、「カラーを多用しすぎている・統一感がない」と答えた

方が最も多かったです。

14.0%

※Q9で「どちらともいえない」、「どちらかというと読みにくい」、「読みにくい」と答えた方の

2.3%

14.0%

2.3%

言葉や文章がわかりにくい

Q11

文字数が多い 6

その他（自由記述） 21

発行形態（タブロイド版）が読みにくい 1

カラーを多用しすぎている・統一感がない 20

1

30.2%

回答比※

46.5%

文字が小さい 13

回答内容 回答者数

　回答比です。

48.8%

ページ数が少ない

5

0 0.0%

11.6%

6記事の字体が読みにくい

ページ数が多い

…
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その他の主な理由

・興味のある内容がない　・文章が長いので途中であきる。

・レイアウトが見辛くさせている要素もあると思う。（記事の配置や、写真・イラスト

　等）

・縦書き・横書きが同一ページにある理由がわからない。書体も明朝・ゴシック両方

　あるがなぜ？学校教育と生涯学習が混ざっていて、情報が整理されていないように

　感じた。3月号3ページ「市民大学・・・受講生募集」「新たに文化財」の見出し

　（明朝+かげ文字）がわかりにくい。かげ付きにすることでかえって見にくくなって

　いる。

・全カラーページにする必要性を感じない。

・高校生のとき新聞に所属していた経験上、新聞作りの難しいことはよくわかります。

　はっきり言って、学級新聞に毛が生えたくらいにしか感じません。レイアウトを

　もっと大胆にして、記事を濃縮して掲載したほうがもっとアピールするかも…と思い

　ましたけど！！

・レイアウトが小間切れで、統一感がない。小さな記事が多数で、読みたいという気

　になれない。

・報告事項ばかりでおもしろくない。

・子どもは社会人になり、関心が薄れたからか？

・誌面全体が平板でインパクトがない。もっと知って欲しい、読んで欲しい記事を強調

　した方が良い。盛り沢山でなくて良いのでは。

・カラーの上に印字があると、字がよみずらい。

・タテ／ヨコ現在、書体（フォント）の多種すぎる。（ある程度統一すべき）

・学校で起こっている現在の問題、例えば「いじめ」など関心の高い記事がない。

・広報活動的内容の記事は良いと思いますが、教育委員会の報告等は、特記される会議

　なり、話し合いの内容が記載されると興味を引くと思います。

・記述が少なくて不満です。

・年令が80才のためか、関心を持つ所が、昔のこと、住んでいる狭い地域にかぎられが

　ちだと思う。

・限られた紙面に少しでも多くの話題を載せたい気持ちは分かるが逆に読みづらくなっ

　て、かんじんな記事を見落とすこともある。もう少し考えた編集をして欲しい。

・縦書き、横書き、カラーとレイアウトに統一感が余り感じられない。（Q１２）で問

　われているが、双方あっても原稿により良いと思うが工夫が必要と思う。

・正直、誰のために何を伝えたいのかよくわからない。小学生の親や教育者向けなら

　もっと内容を濃くして学校で配布したら良いと思う。一般市民に対するアピールで

　あれば、義務教育なので新聞を出す必要を感じない。

・魅力的な記事がない。昔、社会党系市長と職員が強い時代に、公務員退職者優遇のた

　めに解説した”自由民権…（こういう言葉が好きですね？）”の地図の記事！こんな

　地図があったんだ、という意味で目に留まりました。
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全ての方にお聞きします。「まちだの教育」のレイアウトは、現在、縦書きと

横書きが混在しています。あなたは、それについてどう思いますか。

（1つだけお選びください）

約８割の方が「現状のままでよい」と答えています。

全ての方にお聞きします。

前述のとおり、現在、「まちだの教育」は、新聞折込、郵送や市の施設での

配布、市のホームページへの掲載を行っています。

今後、どこに「まちだの教育」を配布してあれば、手にとりやすいとあなたは

お考えですか。（いくつでもお選びください）

その他の主な意見

【現状の配布方法でよい】13名　（抜粋）

・関心がなければ、どこに配布してあっても無理だと思いますので、現状で充分だと

　思います。

・特に興味のある人以外はどこにあっても見る事はないと思う。新聞折込、市のホー

　ムページで充分だと思う。

Q12

現状のままでよい 139 79.9%

Q13

市内の駅 86 49.4%

回答内容 回答者数 構成比

全面縦書きのほうがよい 8

回答内容 回答者数 回答比

市内のコンビニ 55 31.6%

市内のスーパー 69 39.7%

全面横書きのほうがよい 21 12.1%

無回答 6 3.4%

4.6%

その他（自由記述）

市内の郵便局 45 25.9%

市内の大学 3 1.7%

49 28.2%

全面縦書きの
ほうがよい

4.6%全面横書きの
ほうがよい

12.1%

現状のままで
よい

79.9%

無回答
3.4%

…
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・今迄のように新聞折込がよいと思います。これからは折込みに注意していきます。

・今迄通り新聞折込が手にとりやすい。他は通り過ぎてしまいそうです。

【病院】７名（抜粋）

・待合室で、思った以上に診察待ちすることが多々あります。目にすれば読む機会も

　増えると思いますが、続きが読みたくなるような特集物、誰もが興味を示すような

　アンチエイジングのコツ！！ダイエットのコツ！！なんか体験談も入れて掲載して

　みてはいかがですか。僕も糖質制限ダイエット中です！！

・病院の待合室など、（経験上歯科医院の所で広報誌を見て良かったと思ったことが

　ある）

・小児科等の病院　　・市内の病院　　・病院の薬局

【回覧板】４名（抜粋）

・回覧板

・町内の回覧板

・回覧板で回せばいいと思う

・地域の回覧板で各戸配布できる体制（年4回程度なら）

【その他】（抜粋）

・教育学部のある大学に置いておくと、町田の教育に関心をもつきっかけになるのでは。

・駅・郵便局も良いと思うのですが、結構ぐちゃぐちゃになってたり、汚くなってたり

　するので、維持するのが難しい場所は、折込は町田市所有の建物だけでも良いかもし

　れません。

・バスやタクシー

・新聞の購読をネットに変えようと思っていますが、広報が手軽に手に入らなくなると

　困りますね。

・①小・中学校で児童生徒に配布する。②携帯のメールサービスで刊行された事と見出

　しを告知して興味を持ってもらう（今はいつ出されたかもわかりにくいため）

・郵便局、銀行、病院など待ち時間のある所

・大規模マンション（のポスト横等）に設置すれば目にとまるのでは？

・ポプリホール（鶴川駅前）が先日オープンした為、情報を得るには格段に向上し、

　助かっています。駅に情報があると助かりますが、最寄は川崎市の為（柿生駅）

　町田の情報は今まで得られませんでした。

・配布とともに郵便局、地域の集会所等に掲示してもらってはどうでしょう。

・子ども会の皆さん通じて配布良いと思います。

・現状通り新聞の折込みでいいと思いますが、市内のコンビニ、スーパーは買物に行く
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　ので一部置いておくのもよいと思います。

・スターバックスやドトールなど、一人で行く時に、お茶をしながらなにか冊子があれ

　ばと思う時があるので置いてあれば読む人もいると思う。

・持ち帰ることを重視しないのであれば、待ち時間で手持ち無沙汰になるような場所が

　よいのでは。

・これから学校に通わせる児童を持つ家族、あるいは通わせている児童をもつ家庭に伝

　える内容ではないでしょうか？子供が育ち、退職したものにとって

　は、教育に関心ある方以外あまり興味を曳きません。

・ＪＡ、銀行

・市や都での配布物が多すぎるために、よほど注意していないと見逃してしまう。市民

　協働推進課などと市の出版物の調整をしてほしい。

全ての方にお聞きします。「まちだの教育」の刊行頻度についてお尋ねします。現在、

「まちだの教育」は、年４回（6月、9月、12月、3月）発行しています。この回数に

ついて、どうお考えですか。（1つだけお選びください）

発行回数について、８割以上の方が「現状のままでよい」と答えています。

「増やしたほうがよい」と答えた方（15名）に、具体的にどのくらいの回数がいいか

お聞きしました。主なご意見は下記のとおりです。

・２ヶ月に１回（年６回）　………　8名

・毎月（年１２回）　　　　………　６名

（その他のご意見）

Q14

現状のままでよい 149 85.6%

2 1.1%無回答

減らしたほうがよい 8 4.6%

増やしたほうがよい 15 8.6%

構成比回答内容 回答者数

減らしたほ
うがよい

4.6%

増やしたほ
うがよい

8.6%

現状のまま
でよい
85.6%

無回答
1.1%

…
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・毎月か、2ヶ月に1度位発行しないと、情報も古そうで興味が持てない。

・カラーやめて毎月にして、教育方針をきちんと伝えた方がいい。

・原則、年４回でOKですが、給料で言えばボーナスに当たる臨時刊紙を出して

　みてはいかがですか？ただし、臨時刊を発行しないときは、どうして発行しな

　いのかも発刊したら。たとえば町田市が平和すぎて記事に取り上げるものがあ

　りませんとか。

・月に1回年6回とか回数が多ければ目にする機会も多く感心がいくのでは

・年5回　　4月・6月・9月・11月・2月

全ての方にお聞きします。「まちだの教育」というタイトルについて、あなたは

どうお考えですか。（1つだけお選びください）

タイトルについて、８割以上の方が「現状のままでよい」と答えています。

【タイトルを「変えたほうがいよい」と答えた方に、「どんなタイトルがよいと思いますか」と

　お聞きしました。】（抜粋

・町田のせなか

・現状だとかたいイメージがあるのでとっつきやすい言葉が良いと思う。

・全市民を対象にしたタイトルがいいと思う。「まちだの教育」だと小中学校だけが

　対象になるような気がします。

・「教育」だと固くて上から目線にも感じてしまう。「まちだの学び場」、あるいは

　「サルビア通信～町田の教育現場から～」のように違う名前をメインにして”まち

　だの教育”をサブタイトルとして扱ったらよいのでは。

・タイトルに「教育」が入っているので、小･中学校の事のみを扱っているのかと思い

　ました。文化の記事も入ってるので「教育・文化・教養」の記事が載っているとわか

13.2%

回答者数

Q15

構成比回答内容

147 84.5%

4

現状のままでよい

23変えたほうがよい

2.3%無回答

現状のまま
でよい
84.5%

変えたほう
がよい
13.2%

無回答
2.3%

…
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　るタイトルが良いと思います。でも、タイトルが思いつきませんが…

・字体は堅いイメージを感じさせないが、言葉は堅いものを感じる。「教育」をどう

　表現すれば良いかの案はありませんが検討した方が…

・？？まじめすぎるかんじなので

・町田で学ぼう

・育てるまちだっ子！！

・なんの教育かわからないので、具体的に”学校”とか”生涯”とかを入れた方が良い

・具体的案は無いが、現状は堅すぎる。もう少し手に取り易い名称が良い。

・町田市、小中学校の活動レポート

・現状のままで良いと思うが、副題として「小学校から生涯学習まで」のようなもの

　をつけたら如何でしょう。

・教育と云うタイトルではどうしても学校のみを思いますのでたとえば「学校教育・

　生涯教育」とか「町田の学校・生涯教育」などに

・英語表記にしたら今っぽくて良いと思う。

・具体的な提案は控えますが、「教育」という言葉からは、就学中の年齢の子供が

　いない人には関係のない内容を連想してしまいます。今回ちゃんと読むと、どの

　年代の方にも興味を持って欲しいのではありませんか？

・固いイメージがあるので、もっと説明的な方が、いいと思います。「まちだが進

　める教育への歩み」とか。「まちだが考える教育」とか。

・具体的タイトルは難しいですが「教育」は別の表示が望ましい気がします。　　　　

全ての方にお聞きします。町田市の学校教育や生涯学習について、今後、どんな

記事を取り上げて欲しいと思いますか。（いくつでもお選びください）

その他（自由記述）

Q16

46 26.4%

21 12.1%

10.3%

生涯学習・社会教育について（学習情報、学習グルー
プ、サークル活動など）

町田の歴史、伝統芸能、文化財、遺跡などについて

生涯学習センター、自由民権資料館、図書館、文学館
などでの催し情報について

教育委員の活動について

小・中学校の給食について

小・中学校と地域の連携について（学校に対するボランティアなど）

回答比

43.7%

61 35.1%

回答者数

46.6%

48.9%

76

50.0%

37.9%児童・生徒の活動や活躍について（スポーツ競技会や文化活動など） 66

小・中学校の教育について（小中一貫教育、学習指
導・生徒指導、学習状況調査など）

87

81

回答内容

18

85
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【その他の主なご意見】

・指導要領、教科書改訂や指導書の改訂、の町田市の解釈をきちんとわかりやすく市民

　に解説して（専門家の意見を含む）、今後の方針を常に伝えるべきだと思います。

・年配の方と小中学生との間の苦情・トラブルの緩和になるようなお互いの理解が深ま

　るような役割を持って欲しいです。

・地元の都立高校の教育や活動についても取りあげて欲しい。教育委員の記事は半分に

　減らし、学校や子どもたちのことなど身近で顔の見える記事を増やして欲しい。

・1回に多くの情報というよりも、内容の濃い情報が欲しい。

・子供が、大学生・高３となっていますので、教育はどちらかというと自分自身（生涯

　学習等）に関連するものに興味がうつっております。歴史・文化財等の知識を得たい

　です。

・学校紹介（小中学校の特徴など）

・各学校で使用している教科書の一覧

・昔と今の給食の違いがわかるようなセレモニーはいかがですか？年寄で脱脂粉乳を

　飲んだことある人に現在の給食を試食してもらったり、今の子に昔の給食を食べて

　もらったり。食事の作法をしっかり教えて、世界に恥ずかしくない日本人を作りま

　しょう。

・今現在、学校教育に関わる子供や孫がいないので、それ程、詳しい情報を必要として

　いないので何とも言えない。生涯教育の情報には関心がある。

・「小・中学校の給食について」←非常に充実している」ことを市民に知らせてほしい。

・全項目に○印を付けましたが、記事は全て内容によると考えます。記者が記事を読ん

　で、意図を理解出来る様な市民が知りたい事を記事に出来たら良いと思います。

・町田は大学が多数あるが、各大学の社会人講座の紹介

・町田に居住しながら、歴史・遺跡わかり、役立つ。

・（学校教育）の項目と（生涯学習）の項目とは別の紙にすれば良い、生涯学習ナビと

　同じにするか、ナビを無くしてこちらに入れるか

・町田市内の教員紹介など

・選挙投票率が低下しています。町田市独自の選挙についての学習について、継続的に

　選管等と進めてほしい。

・いじめ問題とか今世間で問題になっていることを町田ではどのように対策が行われて

　いるのかが知りたい。

・情報があふれているので、教育委員会の広報としてのスケールは現状でよい。これ以

　上の情報は、市民センターなどでデータを調べられるようにしておけばよい。
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全ての方にお聞きします。町田市の学校教育・生涯学習の広報について、ご意見、

ご要望がございましたらご自由にお書きください。

【学校教育について】（抜粋）

・毎回特集を組んで各学校を紹介する等、近隣の学校が載っていたら興味を持って

　読むと思います。

・学校教育の中で特別な行事、成績等を、報告だけでなく記事として知らせて下さる

　と良い。生涯学習でも行事、イベント等を聞くお知らせだけでなく少し内容にも踏

　込んで知らせて欲しいと思います。

・学校教育では、個性を伸ばせる教育が望ましいと思う。均一で平均的でなく、それ

　ぞれの才能を伸ばせる教育を望んでいます。

・「職場体験事業」について―どこかの中学校で「職場体験事業」で建設現場で亡く

　なったことがあります。こんな明るい記事だけでなく、上の例のようなことが起こ

　らないように、教育委員会では、職場が労働基準法にかなっているか事前にきちん

　とチェックしていただきたいと思います。明るく働いている様子ばかりでなく、こ

　のようなことも記事にしていただきたいです。

・特に注文ということはありませんが、鶴川と町田に孫達5人がおりますもので、鶴

　川2中、2小、町田2小の記事には目が行きます。それぞれの部門で表彰されたりす

　るのははげみにもなり、よいことだと思っています。又、82号の鶴2中学校長から

　教育委員におうつりになられた佐藤昇氏をはじめ、よい教育者が町田に多くおられ

　ることをうれしく存じ、一層よい教育がなされることを望んでいます。

・現在”いじめ”の問題が多く聞かれますが、地域や学校教育の中での参考になる取

　り組みなど発信すると良いのでは？

・色々な分野の大会などで、出場する生徒など、取り上げて特集などすると、良いの

　ではないかと思います。

・わがまち学校たんけん隊は、おもしろいし、学校個々の個性や違いに、学校側の指

　導者にも、いい勉強になるかと思った。ぜひ、目を通してほしい。

・中学校別・進路先などが知りたいです。

・我が子が通う学校情報だけではなく、他校の様子が少しでも分かるので、良いと思

　います。中学校では、部活動がありますが、新しくできた部活動や廃部になって

　しまった部活を記載してもらえたら良いと思います。

・（学校教育について） 学校の「こういう子どもを育てたい」という理念や部活動で

　活躍した子どもを取りあげるなどの「明」の部分だけではなく、「いじめ」などの

　校内の問題や学力低下を防ぐための対策など「暗」の部分にどう対処していこうと

　考えているのか知りたい。ぜひ考えていただきたいと思っています。

・通学路がかなり狭く危険な場所もあるので、歩道の整備も進めてほしい。勉強面だ

　けでなく、安全面にも気をかけてほしいです。

・広報より教師のレベルとモラルを向上させる努力が必要。教師が事なかれ主義であ

　る事を確認して欲しい。

Q17
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【生涯学習について】（抜粋）

・もう少し、生涯学習の広報があれば嬉しいです。興味はありますが、町田市で生涯

　学習が行われていることは知りませんでした。

・地域差なく平均して学べるような生涯学習できる環境づくりが必要である。

・子供がいるので学校教育についてはいつも関心を持って読んでいます。生涯学習に

　ついては、民間のカルチャーセンターのような内容があれば関心が持てそうですが、

　今は余り親しみがもてません。

・（生涯学習について） あらためてアンケートに答えてみると、「生涯学習センター」

　のことをはじめ知らないことが多かったです。「広報まちだ」などでより多く告知

　するか、学習フェアのようなイベントを開くとかするなどまだ広める余地があるよ

　うに感じました。

・生涯学習に興味があります。様々な分野のお知らせを載せて頂けると嬉しいです。

・私は市民大学の講座を多数受講したが、内容も講師も良く、社会人の再教育として

　大切な役割をしていると思う。ただ講座数が少なく、選択肢が少ない。

・生涯学習について、日本の伝統芸能的な地域活動に関する記事をもっと多く取り上

　げて欲しい。

・学習情報、サークル、グループ等を教えてほしい。

生涯学習センターでは、市民の皆さまの学習に役立てていただけるよう、市内で開催される

講座・イベントを紹介する情報誌『生涯学習NAVI好き！学び！』を年６回発行しています。

市役所、市民センター、市立図書館等で配布していますので、手に取ってご覧ください。

【紙面レイアウト、ページ数等について】（抜粋）

・文字が大きく読みやすいが、反面それに紙面がさかれ、内容が少ない気がする。も

　う少し紙面を増やしたらどうでしょうか。

・紙面カラー豊富で明るく華やかで良いですが、配色が多く感じ、各記事の独立性が

　区別しにくい感じがあります。

・編集に統一性が欠けている様に感じられる。空白が多くムダが多い。読みづらい。

　広報まちだに統合すべきと考える。

・紙面の内容が盛りだくさんであり、スペース的に不足が感じられます。予算の問題

　もあると思いますが紙面を増やし、活字・写真等をもう少し大きくできたらと思い

　ます。

・ページ数がちょっとでも増えて、身近な情報を充実してもたいたい。

・今まで全く見たことがなかったのですが、写真やイラストで見やすいし読みやす

　かったです。もっと町田のことを知りたいな、と思いました。

…
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【発行回数、配布方法などについて】（抜粋）

・おりこみで入っている事を知りませんでした。町田市の広報は良くみているので、発行

　回数は少なくても、発行の時期を町田市の広報と同じタイミングで発行してもらえると

　わかりやすいのではないかと思いました。

・年４回というと３ヶ月ごとですか、その間隔で情報遅れになるようなことはないでしょ

　うか。毎月は大変としても２ヶ月ごと年６回くらいあってもいいのではないでしょうか。

・今までとにかくその存在すら知らなかったので（すみません）、もっといろんな人が

　アクセスしやすいようにしてもらえるといいなと思います（なので、駅とスーパーに何

　部かあるといろんな人が手に取りやすいと思いました）。あるいは、町田市ホームペー

　ジでPDFで読めるといいのではないでしょうか。

「まちだの教育」は町田市ホームページ上でもご覧いただけます（ファイルはPDF形式です）。

2013年３月からは、メール配信システムを利用して、発行日についてお知らせする予定です。

また、配布拠点を増やしたいと考えています。

【その他のご意見】（抜粋）

・各学校のホームページについて　統一感を持たせて、更新も少なくとも月1回くらいは

　行ったほうが良いと思う。ただし教員ではない人が更新作業を行うべき。

・子どももいないので学校教育についてなど広報などくらいしか知れないので関心をもつ

　には良い媒体であると思います。読んでみると意外と知らない町田の情報も多々あるの

　で重宝します。

・各学校のイベントなど教えられても、あまり意義を感じません。自分と全く関係ないの

　で読もうと思わないです。「社会人せんせい」とか。それよりも、町田市の教育方針を。

　なぜトナリの八王子には八王子東高校といった名門があるのに町田にはないのかとかで

　す。市民なら普通に「町田市にも日比谷、西、青山と同レベルの教育校があってもいい

　はず」と思ってるはずです。そのあたりの理由等どう考えているか、市が教育をどう考

　えているか発信してもらいたい。都合の悪いことでも。

・教育は、思想と密接にかかわる問題であるのであまり、論調が、片よらないようにしな

　ければならないと思っております。従って、広報誌としては「教育を受けられる場」の

　情報提供というコンセプトが、大切だと思います。

・市政の明るい面が出た良い広報紙だと思う。（小中学校の話題には元気がもらえる。生

　涯学習の記事からは刺激を受けられる。市の歴史・文化遺産を知ることで市に愛着がわ

　く）

・地域との連携がとりやすいように各学校の担当窓口がわかるような形を何らかの形で明

　記してもらえるとありがたいのですが…。在校している家族はわかると思いますが、そ

　れ以外はわからない事が多いので…。

・町田市立の小・中学校の耐震工事について知りたい。どこまで工事が済んでいるのか？

　震度７も想定に入れて工事しているのか知りたいです。町田市立の小・中学校の給食の

　こだわりについて知りたいです。放射能汚染対策はどんな事に気を付けているのか？

…
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　町田市立の小・中学校の校庭に放射能汚染のホットスポットはあるのかどうか？調べて

　いるのか知りたいです。

・広報誌が、毎回とてもよくできていて、読みやすく、楽しみに読んでおります。前述し

　ましたが、子供が小中教育を終え、自分自身生涯学習に興味がありますが、広報誌は両

　分野が入ってのものなので、偏りなく、読めて、よいと思います。

・広報と言うより学習の場を広めた方が良いと思います。

・「広報まちだ」の一部に”まちだの教育”コーナーを作り、今の刊行を廃止、その方が

　確実に目に入ります。（家族等に義務教育の者がいないと、新聞の他の折込チラシとい

　っしょになって、あまり気にも止めずに処分してしまうので）

・生涯学習等、ちょっと尋ねたくてTELしても、通じなかったり、情報にばらつきがある

　ので、広報にて紹介するだけでなく、市役所も窓口になって欲しい（ある程度、知って

　いて欲しい）例えばボランティアで、音楽活動や朗読をしようとして、尋ねても、まず

　”ボランティア登録がいる”とか代表者に連絡するようにとか、教えて頂いたか、実際

　代表者を次々と回されるのみで、活動内容もよく分らない事が多い。

・小さな子供たちには、良い悪いを身につけられる様なこと、（例えば、動物をかわいが

　るとか、駐車場や車の出入口などで遊ばないとか…親と一緒に考える事みたいな…）い

　ろいろなボランティア的な事をするとか。お店で仮店員みたいな（お金の使い方大切な

　どを学ぶ）。

・生涯学習に参加する出来る人は、生きるという目的を持ってるので、若々しく元気で

　しょう。実際のところ、一人暮らしのお年寄りの人は、何日も人と会話したこともなく、

　なんとなく生きている人が多いように感じられます。スーパーで買い物をする人を見る

　と、片寄った食材ばかり買っている人や杖をついてやっとやっと買い物をしている人ば

　かり。今の日本は、この人たちが頑張ったおかげで存在していると思えば、孤独な老人

　たちが、楽しい会話が出来るようなシステムが作れないでしょうか？年寄がいるからこ

　そ、今の町田、日本があることを忘れないためにも孤独な老人が一人でも減るようなこ

　とできませんか？

・小中一貫の学校は興味あります。中学校も給食を実施して欲しいです。（共働き、介護

　など母親ばかり大変な仕事がまかされるのでせめて、15才まで給食にして欲しいです。

・意見や要望はありませんが、生涯学習など、小学校から、大人の教育といった広い範囲

　で「教育」という情報を、お知らせ頂いて、いるのだと知りました。習い事等いろいろ

　と忙しい毎日ですが、これからは、注意して町田市の広報活動をみて行きたいとあらた

　めて思いました。

・スポーツ的な活動も取り入れてほしい。

・町田の教育は学校教育のみにする。歴史や社会教育は生涯学習ナビに一緒に入れるよう

　にする。まちだの教育は学校の事だけの記事だと思っていて今まで中を読まなかった。

・時には、はっと気づかせるようなこと、深く考えさせるようなことを採り上げてみる。

・子供を持たないと興味がないということも前提にあると思いますが、PRが少ないからな

　のか、認知度が低いのではないかと思います。

・広報紙は、レイアウトなどは工夫されているのを感じます。中身は、特集記事はよくま

　とまっているのですが、依頼記事は文章がとりとめなく、限られた紙面に載せるにはそ

　ぐわない印象を受けます。真に伝えたい内容に、もっと練る必要があると思いますが、
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　本人が原稿を書き、編集者がコントロールできないことに原因があるようにも思われま

　す。いっそ取材をして人物紹介風にしたほうが良くなるのではないでしょうか。

・そもそも何のために発行しているのか良くわからない。保護者向けなら、イベント情報

　などをもっと充実させて欲しい。今回まちだの教育を読んで感じたことは「新設校はず

　るい」ということです。うちの子は、開校30年程の学校に通っています。備品は古い

　ですし、多目的室も少ない。何かをしようにも予算がないということを聞きます。今年

　やっと教室にエアコンが入りました。それに比べて、小山中学は窓が多く明るく、多目

　的室も多い。これは今後改修するにはお金がかかる部分なのでまぁ仕方ないとしても、

　デザイン性に優れたベンチは安いベンチとか余った椅子とかでも充分ではないですか？

　同じ町田の小中学生でここまで待遇に差をつけず、安くあげてその分他の小中学校に回

　して欲しかったです。町田の教育を読む前から、広報などで小山小中学校新設のことは

　しっていました。その時はこんな感想は持ちませんでした。

・就学児家庭にだけ関係のある誌だと思っていました。そうでないのでしたら、その記事

　（生涯学習や学校へのボランティアとしての関わりなど）を充実させ、あらゆる年代の

　方々に役立つ誌だということをアピールする必要があると思います。税金で作っている

　のですし。

・現状とか問題点とか、知りたいことは全く掲載されていない。もっと踏み込んだ内容が

　知りたい。適当な記事で紙面を埋めているように感じられる。

・町田市には多数の大学キャンパスもあり、教育環境の向上のためにも、生涯学習の機会

　選択にも、市と大学とのコラボといった取り組みで、子供から大人まで学びのチャンス

　が広がるよう、町田から内に外に発信していただけたらと期待しています。

・今までの編集方法を踏襲したままで、年に４回の発行であれば、４地域に分けて特集を

　組んでは如何でしょうか。身近な話題が親近感を呼んで、より興味を持つと思います。

・日本の教育が受験教育になっていて人格教育になっていないことが以前から言われてい

　ます。その現れが教職員の性犯罪ではないでしょうか。人格教育には理念が必要です。

　理念がなければ何を教えることがありましょう。私はクリスチャンなのでキリスト教の

　理念があります。しかし、公教育は宗教を教えることは禁じていますが、それは理念を

　教えることを禁じることになります。公教育も宗教を禁じるのではなく宗教を選択させ

　て理念のある教育をしないと人格教育はできないのではないでしょうか？宗教を限定す

　ることは憲法で禁じられていますが無宗教も宗教をする者から見れば限定されていて憲

　法違反ではないでしょうか？つまり無宗教の教育は正しくないということです。選択さ

　せてこそ公平な教育ではないでしょうか？システムは難しいかもしれませんが可能だと

　思います。行き詰った今、未来の教育はそれしかないと思います。

・生徒、受講生の感想、意見なども知りたい。

教育広報「まちだの教育」に対する、皆さまの貴重なご意見をいただき、ありがとうござい

ました。学校教育や生涯学習に関する情報の広報内容や周知方法等について十分に研究し、

市民の皆さまに親しみのある教育広報をお届けできるよう、取り組んでいきたいと思います。

…
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2.町田市市民公開型ＧＩＳ「地図情報まちだ」について

　町田市では、市民の皆さんに行政の持っている地図情報を気軽にご利用いただくため

に、２０１１年６月より市民公開型ＧＩＳ（地理情報システム）「地図情報まちだ」を

インターネット上で公開しています。

　「地図情報まちだ」は、デジタル化された地理空間情報を、インターネット上で公開

することにより、市民サービスの向上を実現することを目的としています。

　これにより、今までの文字情報中心のホームページに比べ、視覚的に訴えることで直

感的にわかりやすい表現ができるようになりました。

現在、「地図情報まちだ」では下記の１４種類の地図が公開されています。

〔公開されている地図〕

固定資産税路線価図、汚水供用開始区域（下水道）街路灯、道路網図、

高齢者福祉施設、町田市公共トイレマップ、市指定避難場所、

中学校、小学校、移動図書館巡回場所、公園の位置、

町内会・自治会区域図、選挙（投票所等の位置）、航空写真

　なお、「地図情報まちだ」の使用方法は別添の「地図情報まちだの使い方」にて説明して

いますので、そちらもご覧ください。

あなたは、市民公開型ＧＩＳ「地図情報まちだ」を知っていますか 。

（1つだけお選びください）

全体の８割以上の人が、「地図情報まちだ」を「知らない」と答えています。

「内容を知っている」と答えた方は少なく、全体の5.7％でした。

Q18

144 82.8%

構成比

9.8%

3無回答

内容を知っている 10 5.7%

回答内容 回答者数

1.7%

知らない

内容は知らないが、聞いたことはある 17

…

無回答
1.7%

内容を知っ
ている
5.7%

内容は知ら
ないが、聞
いたことは

ある
9.8%知らない

82.8%
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Q18で「内容を知っている」と答えた方（10名）にお聞きします。

市民公開型ＧＩＳ「地図情報まちだ」を利用したことはありますか？

（1つだけお選びください）

Q19で「よく利用している」、「何回か利用している」、「一度、利用した

ことがある」と答えた方（8名）にお聞きします。ご利用になられた際、ど

のような情報を利用しましたか。下記の中からお選びください。

（いくつでもお選びください）

0.0%

3 37.5%道路網図

Q20

20.0%

0.0%無回答

Q19

2

0

高齢者福祉施設

1 12.5%

固定資産税路線価図

汚水供用開始区域

12.5%

25.0%

37.5%町内会・自治会区域図

回答内容

3

小学校

一度、利用したことがある 4 40.0%

※Q19で「内容を知っている」と答えた方の構成比です。

利用したことはない 2

25.0%

0

2

移動図書館巡回場所

0.0%

1

市指定避難場所 2

町田市公共トイレマップ

何回か利用している 4 40.0%

回答内容 回答者数 構成比※

よく利用している 0 0.0%

0 0.0%

25.0%

0 0.0%

0

選挙

※Q19で「よく利用している」、「何回か利用している」、「一度、利用したことが

回答者数 回答比※

3 37.5%

航空写真 2 25.0%

　ある」と答えた方の回答比です。

公園の位置

0 0.0%

中学校

街路灯
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インターネットを利用できる方へお聞きします。

お手数ですが、別添の資料「地図情報まちだの使い方」をもとに、実際に「地図情報まち

だ」を操作した上で、下記の質問（Q21）にお答えください。

※インターネットを利用できない方はQ22以降をお答えください。

今回、実際に「地図情報まちだ」を利用してみて、使いやすいと思いましたか？

（1つだけお選びください）

また、その理由をお聞かせください。

「地図情報まちだ」を操作された方のうち、半分以上の方が、使いやすいと

答えています。その一方で、「使いにくい」または「非常に使いにくい」と

答えた方が、４割以上いらっしゃいました。

「とても使いやすい」または「使いやすい」と答えた方の理由（抜粋）

・目的の場所をすぐに検索出来る為

・操作上、特殊なことを要求されない。普通の操作で使える。

・見やすかった。カテゴリーに分かれていて、調べやすいと思った。

・グーグルマップなどのネット地図と表示や操作がほぼ一緒なので見やすい

・ルート検索などは利用してみたい。

・施設の名前やルートで検索できるので、土地の名前があいまいでも、検索ヒットさせ

　ることができる。

・地図情報まちだのトップページがシンプルだから。地図情報の選択もコンパクトで良い。

・ネット使い慣れている人には、見やすいと思います。

Q21

回答内容 回答者数 構成比※

とても使いやすい 7 6.3%

使いやすい 58 51.8%

使いにくい 43 38.4%

非常に使いにくい 4 3.6%

無回答（インターネットを利用できない方等）

※無回答（インターネットを利用できない方等）を除いた構成比です。

非常に使いに
くい
3.6%

とても使いや
すい
6.3%

使いやすい
51.8%使いにくい

38.4%

…
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・一般の地図サービスには無い情報が得られる

・簡易版があって便利でした。

・地図上クリックすると、属性情報がでるシステムなので、操作しやすかった。

・地図情報はデータが重いため、操作上の待ち時間等でストレスを感じることがある。

　航空写真では過去の街の姿を見ることができ変化を知ることができ、たいへん参考

　となった。

・見たい情報がすぐに出てくる。

・項目別になっている。絵が付いている。

・パソコンを熟知していない私でも丁寧な説明で容易にみる事ができました。スマート

　ホンを使用する事が最近多いので多少同じ様にいかない点もあった。

・今回初めて利用して見ました。見やすくてこれからも使いたいと考えています。

・公開種類毎にコンパクトに分類。但し、パソコン慣れしていることが条件

・使いやすいと思いますが、何にか目的を選んで使用してないのではっきりわかりませ

　ん。但し公開されている地図の種類が少ないと思います。たとえば病院とかスーパー

　等も入れると便利と思いますが？

・見やすいし、詳細まで載っていたので実際使うのに問題無さそうだった

・小中学校の学区等が簡単に確認できた。かなり詳細な地図まで閲覧でき、確認がしや

　すい。

・使いやすいとは思うが、気になる点をひとつ。各情報の左側の検索結果が何故に

　「いろは」順？使い方にもよると思うが、「ゐ」とか「ゑ」とか見づらい

・でも使いたいと思われる内容がない。選挙場所や学区などはわざわざネットで調べない。

・ルート検索や距離表示を確認できるのがよい。ウォーキングコースの下調べに役立つ。

・良くできていると思います、しかし一般市民の利用は少ないのではないでしょうか？

・最初慣れるまでちょっととまどったが、使いやすくなると思う。

・各施設のHPにリンクがあると、更に使いやすいと感じました。

「使いにくい」「非常に使いにくい」と答えた方の理由（抜粋）

・検索結果の記号がなぜい、「いろはにほへと」なのか。場所（住所）を指定して、

　目的の項目が検索ができない。

・地図上のマークが「い」「ろ」「は」「に」…の順番の為、左側リストの何番目

　なのかわかりにくい。

・「地図情報の選択」に見たいと思う情報があまりなかったからです。地図だけなら、

　わざわざ町田のホームページにアクセスせずに、全国の地図が見られるサイトにアク

　セスしてしまいます。

・その都度利用規約の同意が必要なのが面倒・属性情報をクリックしないと、名称（学

　校名、公園名）等が表示されない点が不便。

・簡易版でもやや遅いと感じた。・「町田」「南」「忠生」など地区ごとにブロックわ
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　けしてそこからズームアップして細かく見ていくというやり方はできませんか？・自

　治会検索を使ったところ、自宅のある場所が境界が混み入っているエリアのせいか赤

　い線だらけで見にくかった。・移動図書館の巡回場所を地図で見ても、次に来るのが

　いつか地図情報ではわからないので残念な感じです。よほど興味がなければ巡回日を

　調べたりしないのではと思った。

・時間がかかる（開くのに）・指示通りやっても進まない→理解不充分。分りやすく、

　目的の所まで開けるようにして欲しい。・地図だけだと、イメージが湧かない。写真

　とかもっと入れて欲しい。

・初期の地図画面が相模原市の地図になっている。検索すれば町の位置が出るが、地図

　が細かすぎて必要な情報が得られない。・簡易版画面は見易いが、住所検索が出来な

　い。使い方が間違っているのかもしれませんが…

・所在地を示すアイコンが小さくて見にくい。・町内会・自治会の境界が不正確。

・地図情報によって、基になる地図がグーグルだったり、イメージ画像みたいなものだ

　ったり統一されてなくて見ずらい。・色々なボタン（索引図とか）があるが、使い道

　も使い方も分からない。・ルート検索とかはグーグルで出来るから要らない。・単純

　で、直感的に使える様にして欲しい。

・GooGLEを使っている者に取っては＋、－、十字キーの配置を左右異なっている事は

　使いずらい。GooGLEに準ずるべきだ！！

・こういった情報は、すぐに取り出せないと意味がない。当サービスは、地図情報がカテ

　ゴリ別に選択できるものの、その先のページを開いた際の見辛さは、おせじにも良いと

　は言えない。

・ネット検索に慣れていないと難しいが、何もないよりはとりあえず前もって調べること

　が出来るので良いと思います。写真添付があると見やすいかなあと思います。

・パソコンそのものの使い方がまだ不完全なので地図でなにをみたいのか分らず、今現在

　は調べたいものがなかった。

・モノクロで道路と建物の境界が分かりずらい。Googleになれているので、違和感がある。

・簡易版は使いやすいです。通常版は機能が多かったり、地図が細かすぎて逆に使いにく

　いです。

・固定資産税路線価図の簡易版を利用してみましたが、自宅近辺に辿りつくまで時間がか

　かり、実際の路線価がはっきり判りませんでした。（パソコン操作や機能に問題がある

　かも知れませんが。）

・航空写真の文字情報が読みにくかった。

・最初のページでカテゴリーがいくつか分かれてはいますが、そこをクリックするとすぐ

　に地図に飛んでしまってそこから目的の場所等を探すのが面倒に思いました。できれば

　もう少し絞り込みを最初のページからの続きで行って、それから所望の情報に近い場所

　を表示できると絞り込みが簡単にできていいのではないでしょうか。

・自分の表示のさせ方に問題があるのかもしれませんが、複数の情報を同じマップに表示

　できればいいと思います。もし現在それが可能な状態でも、より簡単にできればと思い

　ます。
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・実際操作が洗練されていないようである　　地図で場所を探すのが大変である

・操作性や情報のアクセスのしやすさ、は特に問題ないと思います。が、ベースの地図が

　白黒の情報（道路網図、公園の位置など）は見づらい。道路網図はともかくふつうの人

　が利用しそうな公園の位置なんどはもうすこし見やすくしたほうが良いと思います。

・地形を知っている場所ならば、特定できるが「行ったことがない場所」の場合、解りに

　くいと思う。

・地図の拡大の仕方がわからない。マウスオーバーで出てくる案内表示が閉じるボタンを

　押下するまで消えず、煩わしい。

・地図の表示スピードが遅いです。地図が白黒で見にくい。建物の名前等がほとんど入っ

　ていなくわかりにくい。グーグルマップなどの地図を利用した方がいい。

・町田市の地図・地域を把握していれば使いやすいのだと思いますが、ピンポイントで検

　索するには、少々使いにくいかなと感じました。

・表示も見にくく、小さいかと思います。パソコンに詳しい方ならなんとか利用できるか

　と思いますが、そうでない方は他のサイトに行くのでは？

・普段、使い慣れている地図より探したほうがスムーズに探せる。（Google地図など）

・目的がわからず、入ってみて初めて何を表示しているのかわかるケース有。（ex　道路

　網図）Pop-ｕｐの情報を消さなくても次に行けるように。説明文（これは何を表示す

　る地図だということ）が少ない。

・例えば、公園の位置をクリックして、地図がでますが、まず、自分の位置が表示しない

　かぎり、どこの公園に一番近いのか分らないと思います。あとはルートのやり方なども

　やりにくいと思います。

・例えば、公園検索でみると、地域別に列記されており探すのに面倒。あいうえお順の表

　記の方が探しやすいのではないでしょうか。

・老人施設等見てみましたが、No.の入っている施設でもどこで名前を知るかはわかりま

　せん。又、意味のわからない図であったりします。小学校等はわかり良かったです。全

　体にキョロキョロした感じです。

・咄嗟に必要な情報のありかがわからない。検索機能がない？？？緊急対策に関する情報

　は、住んでいる住所から検索してゆくと思いますが、避難場所から表示される。利用者

　を考えない本末転倒の表示。
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全ての方にお聞きします。

あなたは、市が発行している地図（紙およびインターネット）で、今までに

どんな地図を利用しましたか？下記の中からお選びください。

（いくつでもお選びください）

その他の主なご意見

・計画停電の（震災後の）区分けした地図（複雑に分けられていてビックリ、大変

　役立ちました）

・「町田観光マップ」は「まちだガイド」と共に引越ししたばかりで町田を知る上

　でとても役に立った。

・一般に売られている「町田」の地図をみますが、町田に置かれている位置が特種

　のためか、又新しく道が出来るとか、最新のまちだの道路地図はどこで手に入れ

　ればよいかと常々思っています。

・息子がインターネットで公園（緑地）の地図で調べ行って来ました。

・境川のそばなので洪水ハザードマップはトイレにはっています。

・フットパス

Q22
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47
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11
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まちだガイド

ぼうさいマップ

駐輪場マップ
（町田駅周辺・鶴川駅周辺）

みんなのおでかけマップ
(町田市バリアフリーマップ冊子版)

まち☆ベジマップ
（町田市農産物直売所マップ）

洪水ハザードマップ

公共トイレマップ

その他

地図を利用したことはない
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あなたが紙で利用したことがある地図で、「地図情報まちだ」に掲載されていると

便利だと思うものはどんなものですか？（いくつでもお選びください）

（Q22で「地図を利用したことはない」と答えた方は、Q24をお答えください。）

その他の主なご意見

・上記の情報をどれをのせても便利だと思いますが、レイアウトや使い勝手を

　考えたほうがよいと思います。

・「洪水ハザードマップ」はインターネットで見たが画像が粗く、地域を特定

　できなかった。改善を希望する。

・救急病院等、地域のそれぞれの医院

・公共施設へのルートマップで使い勝手の良いものが有ればと思います。車を

　使わない歩き、電車、バス使用のためのもの。

Q23
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（町田駅周辺・鶴川駅周辺）

みんなのおでかけマップ
(町田市バリアフリーマップ冊子版)

洪水ハザードマップ

まち☆ベジマップ
（町田市農産物直売所マップ）

その他
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全ての方にお聞きします。

現在、インターネットや紙で掲載や発行されていない情報も含め、行政が持っている地図

情報で、今後「地図情報まちだ」でどのような情報を公開して欲しいと思いますか？ 

下記の中からお選びください。（いくつでもお選びください）

今後「地図情報まちだ」で公開して欲しい情報について、「防災情報」

と答えた方が最も多かったです。

その他の主なご意見

・医療拠点情報・防犯（警察等）　・医療機関及び公共施設の位置　・病院等

・1～7まで、全て現状のままで、自分の住んでいる地域のことが自治会を通して「お

　知らせ」がありますので、充分だと思っています。特別に知りたいことは、今のとこ

　ろありません。

・グーグルマップのストリートビューみたいな、個人の家などがわかるものは、やめて

　欲しい。

・交通事故情報

・車両の通行を禁止するようなお祭りがある場合、その通行禁止区間と時間を知りたい

　です。

・障がい者の方や車いすの方等が通れる様な道案内（エスカレーターがあるとか…坂が

　きつい場所、道が狭い等々）。他の地域の方が来て、町田は何があるの？と聞かれた

　事があります。ただ場所がわかっても行き方がわからず、再び地図で探すなどがある

Q24
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　ので１つになっているとわかりやすい。

・トレイなどを回収している店の情報、ボランティア袋の配布場所（もう少し増やして

　ほしい）〔家が公園のとなりなのでボランティア袋をよく使うので〕

・私は自転車を使いませんが、使う方には駅周辺の駐輪場情報は便利だと思います。駐

　車場情報もあると助かります。

・（文化・スポーツ情報について）google mapでみられるようにして下さい。

 「地図情報まちだ」に関するアンケートへのご回答ありがとうございました。

　今回のアンケートでは、特に、防災情報に対しての掲載要望が強くあることがわか

りました。現在、防災に関する情報は、避難所に関する情報が掲載されていますが、

町田市地域防災計画の修正を受け、それ以外の災害時にも必要な情報について掲載

していくために、アンケート結果を活用させていただきたいと考えております。

また、都市計画情報については、現在掲載に向けた作業を行っております。

　地理情報は活用することで活きてくる情報ですので、モニターの皆様からいただ

いたご意見等をもとに、今後の拡充方針や追加の掲載情報について検討したいと思い

ます。

…
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