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I. 地域情報化計画の経緯

1. これまでの地域情報化基本計画と取り組みについて

　これまで会津若松市（以下「市」という。）は地域情報化基本計画（以下「基本

計画」という。）を策定し、情報通信基盤の整備や情報通信技術（以下「ＩＣＴ」

という。）の進展や社会の変化を踏まえ、市民との協働による身近な情報化社会の

創造や地域課題の解決を行い、ＩＣＴを活用した「豊かなまち」を目指して具体的

施策に取り組んできました。（図１）

図１　これまでの地域情報化基本計画

　第１次から第３次基本計画においては、情報通信基盤や庁内情報システムの整備

を主として行い、情報化を推進するための基盤整備に取り組んできました。

　これら基盤整備は、第３次基本計画までの取組で概ね完了したことから、第４次

から第６次基本計画においては、整備が完了した情報通信基盤や庁内情報システム

の的確な運用・活用に主軸を移し、行政情報化と地域情報化の計画的な推進を図る

とともに、ＩＣＴの効率的な利活用による行政サービスの向上等の取組を進めてき

ました。
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会津若松市地域情報化基本計画　　　「情報通信基盤の整備と市民の情報リテラシーの向上」

平成１３年度～平成１５年度実施

会津若松市地域情報化基本計画　　　「情報通信基盤の整備と市民の情報リテラシーの向上」

平成１３年度～平成１５年度実施

第２次会津若松市地域情報化基本計画　　「情報通信基盤の利活用促進」

平成１６年度～平成１８年度実施

第２次会津若松市地域情報化基本計画　　「情報通信基盤の利活用促進」

平成１６年度～平成１８年度実施

第３次会津若松市地域情報化基本計画　　　「社会経済的な課題への対応」

平成１９年度～平成２１年度実施

第３次会津若松市地域情報化基本計画　　　「社会経済的な課題への対応」

平成１９年度～平成２１年度実施

第４次会津若松市地域情報化基本計画　　　「市民との協働による身近な情報化社会の創造」

平成２２年度～平成２４年度実施

第４次会津若松市地域情報化基本計画　　　「市民との協働による身近な情報化社会の創造」

平成２２年度～平成２４年度実施

第５次会津若松市地域情報化基本計画　　「ＩＣＴを活用した魅力ある情報化のまちを目指して」

平成２５年度～平成２８年度実施

第５次会津若松市地域情報化基本計画　　「ＩＣＴを活用した魅力ある情報化のまちを目指して」

平成２５年度～平成２８年度実施

第６次会津若松市地域情報化基本計画　　　「ＩＣＴを活用した豊かなまちづくりを目指して」

平成２９年度～令和元年度実施

第６次会津若松市地域情報化基本計画　　　「ＩＣＴを活用した豊かなまちづくりを目指して」

平成２９年度～令和元年度実施
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2. 本市における地域情報化の取組

　第６次計画では、次の分野により、各施策を実施し、地域情報化の推進を図って

きました。

分野 施策名

Ⅰ

【市民と行政とのコミュニケー
ションの推進】
ＩＣＴを活用し自主自立のまちを
つくるため、市民と行政が協働で
実現するまちづくり

1 市政情報の発信

2 ＩＣＴを活用したコミュニケーションの
推進

Ⅱ

【安心・安全・便利なまちづく
り】
多様な手段により、情報を的確に
伝える基盤の熟成

1 より便利な暮らしのための情報連携基盤
強化

2 災害・減災へ向けた取組

Ⅲ

【行政サービスの最適化と利便性
向上】
今後の情報化社会に向けた行政
サービスの向上、基盤の構築

1 ＩＣＴを活用した窓口サービスの拡充

2 業務の高度化及びシステムの最適化

3 情報セキュリティ対策の強化

Ⅳ
【地域活力の維持・発展】
産学官が連携し会津の活性化を目
指す地域社会の形成

1 ＩＣＴ産業の振興

2 既存産業へのＩＣＴ利活用

3 オープンデータ・ビッグデータ利活用

Ⅴ

【ＩＣＴ人材の育成及び情報リテ
ラシー向上】
だれもがＩＣＴの利便性を享受で
きる社会の実現

1 ICTを体感する機会の創出

2 ICTを活用できる知識をもつ人材の育成
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第６次会津若松市地域情報化基本計画総括　【進捗：◎実施　〇一部実施　△検討中　×未実施】
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分野 施策名 主な取り組み 事務事業名 所管課

Ⅰ

1

広報活動費 秘書広聴課 ◎

地域づくり課 ◎

観光課 ◎

情報統計課 ○

地域づくり課 ◎

2

危機管理課 ◎

情報統計課 ◎

情報管理費 情報統計課 ◎

ＧＩＳの利活用範囲の拡大 住基基本台帳事務事業 市民課 ◎

食育推進事業費 健康増進課 ◎

評
価

【市民と行政
とのコミュニケ
ーション】
ＩＣＴを活用し
自主自立の
まちをつくる
ため、市民と
行政が協働
で実現するま
ちづくり

市政情報の
発信

ＩＣＴを活用した市政情報
の積極的な発信

市外在住者の方へ向けた情
報発信の拡充

会津若松市定住・二地域
居住推進協議会負担金

観光誘客メディア戦略事
業

家庭用テレビ等の多様な情
報伝達手段の拡充

地域情報化推進事業
（ICTまちづくり推進事業
）

ＩＣＴを活用した中山間
地域づくり事業

ＩＣＴを活
用したコミ
ュニケーシ
ョンの推進

公共連絡網システム「あい
べあ」の運用・管理の継続

ＩＣＴきずな再生強化事
業

地域情報化推進事業
（公共連絡網システム）

市民からの情報収集及びニ
ーズ等の分析に向けたデー
タ活用の検討

食に係る調査分析検討会の
実施及び市民公開講座（食
育ネットワークシンポジウ
ム）での説明と広報
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備考第６次計画（平成２９年度から令和元年（平成３１年）
度まで）の総評

ホームページでは、ウェブアクセシビリティの啓発や市
政だよりと同様の掲載情報の適正管理等により、誰もが
必要な情報を得られるウェブサイトの構築に努めた。ま
たＳＮＳではイベント情報や募集情報、投稿者と市が協
働で、写真や動画を使い情報発信を実施した。

地方での暮らしに関心のある方へ、本市の魅力を伝え、
生活をイメージできるようホームページ及びフェイスブ
ックにより情報提供を行い、定住・二地域居住の推進が
図られた。

観光誘客を目的にキャラクターを活用し、各種イベント
情報や、観光施設PR、市内で撮影された番組の紹介など
、会津若松市を広くPRした。事業は平成29年度に廃止と
しながらも、会津若松フィルムコミッション内で「会津
侍若松っつん」の活用を引き続き行っている。

平成29年度事業終了

平成29年度に地図と位置情報を活用した無料のスマート
フォンアプリ「ペコミン」をリリースし、アプリのイン
ストールが1,000人弱（令和元年9月時点）であることか
ら、さらに普及・PR活動を行う必要がある。

平成29年度～30年度にかけて、湊地区をモデルとして生
活支援（情報配信）システムの構築、通信網の整備、デ
マンド型乗合自動車の導入と運用などの「中山間地域生
活支援システム」の構築・運用を、令和元年度は継続運
用を行ったことにより、地域の新たな情報プラットフォ
ームとして活用が図られた。

消防団の連絡網の活用を継続して行うことができた。
さらに、平成29年度に職員の緊急連絡網を構築した。
構築後においては、職員の緊急連絡網については、定期
的に訓練を行い、操作方法の習熟を行っている。

他自治体との連携として、平成30年度より喜多方市との
共同運用を開始することができた。

「あいべあ」の運用管理の中で、機能の改善や保守を行
うことにより、充実したサービスを利用者に提供でき、
利用者数が16,314人（平成29年4月から令和元年9月まで
の新規登録者数：7,184人）に増加した。
大熊町に続いて、平成30年度から喜多方市と共同利用と
の共同運用を開始した。

「会津若松市地図サイト」を活用し、市民協働事業とし
て、道路の破損状況等に関する情報提供を市民から収集
する「道路管理協力隊」の取組を継続して行った。
寄せられた情報をもとに道路維持課で補修対応等を行い
、対応経過を地図サイト上で公表している。

　市民課窓口・各支所、各市民センターにて住民の転入
・転居等を行った際に、住民ポイント更新の運用を継続
して行った。
　また、統合ＧＩＳ活用検討チームを組織、会議を開催
し、全庁的な利活用について検討・実施し、毎年度、成
果報告やイベントを開催した。

　会津大学との解析方法の研究（H30.31）と分析検討会
を行い、市民に対し、食育ネットワーク・シンポジウム
や県健康長寿フェスティバル等における説明・展示
（H29.30.31）を実施の他、健康行動を支援する飲食店
等の食サービス提供（食環境整備事業）施策の根拠デー
タとして、様々な情報媒体（紙媒体及び市ホームページ
等）において様々な年代へ幅広く紹介した。

本市の地域情報化に寄与すると考えられる事業（
平成30年度）



第６次会津若松市地域情報化基本計画総括　【進捗：◎実施　〇一部実施　△検討中　×未実施】
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分野 施策名 主な取り組み 事務事業名 所管課 評
価

Ⅱ

1

情報統計課 ◎

情報統計課 ◎

健康情報活用推進事業 健康増進課 ◎

情報統計課 ○

納税課 ○

オンライン診療推進事業 健康増進課 ◎

2

情報統計課 ◎

道路維持課 ◎

危機管理課 △

情報統計課 △

【安心・安
全・便利な
まちづくり
】
多様な手段
により、情
報を的確に
伝える基盤
の熟成

より便利な
暮らしに向
けた情報連
携基盤の強

化

健康、福祉、保険等の業務
システムの連携の拡充

地域経営型包括支援クラ
ウドモデル構築事業

超高速ブロードバンド未整
備地区における通信環境整
備の促進

地域情報化推進事業
（超高速ブロードバンド
環境整備事業）

母子健康手帳等の電子化の
拡充

マイナポータル（情報提供
等記録開示システム）を活
用した電子申請の構築

会津地方市町村電子計算
機管理運営協議会

電子納税の導入及び普及促
進

現年度徴収対策強化事業
費

ＩＣＴを活用したオンライ
ン診療実証事業に対しての
支援及び普及促進

災害・減災
へ向けた取
組

公共連絡網システム「あい
べあ」を利用したメール配
信サービスの継続

地域情報化推進事業
（公共連絡網システム）

ＧＰＳ端末を搭載した除雪
車両の運行管理の拡充

除雪車運行システムのオ
ープンデータ化推進及び
除排雪支援システム開発

災害時での情報入手を円滑
に行えるシステムの構築

防災対策事業（ＩＣＴ活
用事業）

ＩＣＴ-ＢＣＰ作成の検討
情報化組織体制に関する
事務
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備考第６次計画（平成２９年度から令和元年（平成３１年）
度まで）の総評

重度心身障がい者医療費及びひとり親家庭医療費の窓口
の自己負担無料化に伴い、官民連携クラウドシステムが
不要となったため、システム連携を行っていた竹田病院
・中央病院とも協議し運用を終了した。

平成29年度事業終了

平成29年度から平成30年度まで、超高速ブロードバンド
未整備地区において意見交換会を実施し、地域の意見を
取りまとめた。
その後、令和元年度に国の「高度無線環境整備推進事業
補助金」を活用し、通信環境の整備を行った。

・乳幼児健診や予防接種の記録等のパーソナルデータを
電子化し、利便性の高いスマートフォンアプリにより閲
覧を可能としたほか、子どもの年齢等に即した子育て支
援に関する情報提供を図った。
・マイナンバーカードを活用した事業であるが、利用登
録者のほとんどが窓口来庁による本人確認を必要とする
スマートフォン登録であることから、利用者数が伸び悩
んでいる。
・今後、マイナンバーカードによる登録支援のほか、窓
口来庁時の負担軽減を図る登録システムについて検討が
必要と考える。

平成30年7月よりこども家庭課においてマイナポータル
を活用した「子育てワンストップサービス」の電子申請
の受付を開始した。

納税者の自主納付と利便性向上を図るため、これまでの
納付方法に加え、インターネット上で納税が可能な環境
の整備をしている。平成31年度10月からは、地方税共同
機構が運用する「地方税共通納税システム」の導入によ
り、市県民税特別徴収、法人市民税の電子納税が可能と
なった。

平成31年度開始新規事業

地域医療支援病院や医師会と連携し、ＩＣＴを活用したオン
ライン診療の普及や推進を支援していくことで、受診者や医
師の負担軽減を図り、地域医療サービスの向上を図る。

平成31年度開始新規事業

市からの各種メールマガジン発行や情報提供、組織の連
絡網として利活用を行った。
（健康増進課）
休日当番医情報などに加え、健康づくりイベント等催し
の情報、熱中症対策等の健康分野の情報発信について積
極的に活用を拡大した。

農林課は平成29年６月から「あいべあ」の防災情報メー
ルに参加、ツキノワグマ等の目撃情報を利用者に速やか
に配信し、情報提供、注意喚起を図った。

全除雪路線情報システムの更新、全除雪車両へGPS機器
を搭載し、ホームページなどによる除雪車運行情報の
市民公開を実施し市民サービスの向上を図った。

要支援者の管理システムや被災者台帳システム等の検討
を行ってきたが、導入には至っていない。

平成30年3月に会津若松市災害時業務継続計画の策定を
受け、各所属に照会を行いなつつ、ICT-BCP策定検討チ
ームにて素案の確認をしながら、策定を進めている。
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分野 施策名 主な取り組み 事務事業名 所管課 評
価

Ⅲ

1

市民課 ◎

庁内情報化推進事業 情報統計課 △

簡単ゆびナビ窓口事業 市民課 ◎

障がい者支援課 ◎

2

庁内情報化推進事業 情報統計課 ◎

庁内情報化推進事業 情報統計課 ○

庁内情報化推進事業 情報統計課 ◎

庁内情報化推進事業 情報統計課 ○

3

情報管理費 情報統計課 ◎

情報管理費 情報統計課 ×

【行政サービ
スの最適化と
利便性向上】
今後の情報
社会に向け
た行政サー
ビスの向上、
基盤の構築

ＩＣＴを活
用した窓口
サービスの
拡充

コンビニ交付、ゆびナビ等
のサービスメニューの拡大

簡単ゆびナビ窓口事業
自動交付サービス事業

マイナンバーカードを活用
したサービスの拡充

情報機器を利用したきめ細
かな受付業務の拡充

ＰＣを利用した聴覚障が
い者等意思疎通支援シス
テムの構築

業務の高度
化及びシス
テムの最適
化

オープンスタンダードの採
用及び普及促進

庁内における各種システム
導入の標準化

ペーパーレス会議へ向けた
タブレット端末等の段階的
な整備

文書管理・電子決裁システ
ムの適用拡充

情報セキュ
リティ対策

の強化

情報セキリュティ理解度チ
ェック・研修の実施

情報セキュリティ監査の実
施



9　

備考第６次計画（平成２９年度から令和元年（平成３１年）
度まで）の総評

情報セキュリティ監査の実施には至らなかった

タッチパネル端末機を市民課窓口、各支所、各市民セン
ターに導入し、住基カードさらには平成29年度からはコ
ンビニ機能を付加したマイナンバーカードを保有してい
る住民に対して、コンビニ交付サービスと同様のサービ
スを実施した。

マイナンバーカードを活用したサービスは、「母子健康
情報サービス」と「子育てワンストップサービス」のみ
であったため、デジタルガバメント推進検討チーム（旧
：マイナンバーカード活用検討チーム）にて継続してマ
イナンバーカードを活用したサービスについて検討を行
う。

タブレット端末機を利用して住民票の写し、印鑑登録証
明書、戸籍関係証明のほか、平成29年度より税証明も対
象として拡大し、市民課窓口、各支所、各市民センター
及び税務課に導入、高齢者・障がい者・子ども連れの方
などに対して実施していたサービスを、対象者を限定せ
ず全住民を対象にサービスを実施した。

平成29年度から事業を開始。タブレット活用（動画アプ
リでの手話コミュニケーション）により、聴覚障がい者
にとっては、来庁手続きや相談がスムーズに行え、また
手話通訳を行う職員にとっても負担減につながっており
、今後も継続活用が期待されている。

庁内標準オフィスソフトにOSSオフィスソフト
「LibreOffice」を引き続き採用し、市ホームページ、
出前講座、各種講演等での普及啓発活動を実施した。公
共施設予約システムやあいべあ、CMSなどオープンソー
スソフトウェアを採用したソフトウェアを継続して運用
している。

情報システムについて「全体最適化」の基準に則した情
報システムの導入及び運用手順の標準化を図った。また
、システムの評価方法について見なおしを行った。

評価の在り方について、評価方法だけでなく提出
する書類の様式の見直しも行う必要がある。

ペーパーレス会議システム及びタブレット端末を導入し
、実際に会議の開催を行った。

電子決裁を利用できる環境を維持し、電子決裁の適用拡
充について協議した。令和元年度より、管理職級のパソ
コンをタブレット型に更新し、電子決裁の普及を図った
。

臨時職員等を含めたパソコンを使用する全職員を対象に
情報セキュリティ理解度チェックを実施し、職員の情報
セキュリティ意識の向上が図られた。
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分野 施策名 主な取り組み 事務事業名 所管課 評
価

Ⅳ 1

企業立地課 ◎

商工課 ◎

情報統計課 ◎

商工課 ◎

【地域活力の
維持・発展】
産学官民が
連携し会津
の活性化を
目指す地域
社会の形成

IＣＴ産業の
振興

アナリティクス産業やＩＣ
Ｔ関連産業の集積

ＩＣＴオフィス環境整備
事業

ＩＣＴを活用した産学官民
の連携体制の継続・発展

産学官連携推進事業
（会津ＩＴ産業振興協議
会負担金）

オープンデータ活用実証
事業

ＩＣＴベンチャーの活動支
援

会津産ＩＴ技術認定事業
会津若松市ＩＴベンチャ
ー販路拡大展示会補助金
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備考第６次計画（平成２９年度から令和元年（平成３１年）
度まで）の総評

ＩＣＴ関連企業の集積を図るオフィス環境整備について
、事業者を選定し、予定どおり平成31年度中に竣工した
。併せてソフト事業や企業誘致を推進した結果、平成31
年度末において、15社、約400名の企業が入居予定とな
ることから、ICT関連企業の集積が図れる見通しである
。

　会津大学や市内ベンチャー企業をはじめとするIT産業
が持続的に発展することを目指し、人材育成・確保、技
術力・商品力の強化、情報発信・販路開拓の支援等、IT
ベンチャー企業の商品・サービスを活性化させることを
目的として、平成27年に会津ＩＴ産業振興協議会を設立
。平成29、30年度は講演会・交流会の開催、ハッカソン
イベントの開催、先進ＩＴ地域訪問研修補助の事業を実
施し、会員企業のＩＴ技術強化、ビジネス発展を支持し
た。活動継続中。
ほか、会津大学産学連携コンソーシアム、産学懇話会等
の活動継続中。（秋フォーラムの開催、視察研修等）

＜実績＞
講演会・交流会の開催（H29.2.2、H31.2.21、3.25）
ハッカソンイベントの開催（H31.2.23-24）
先進ＩＴ地域訪問研修補助（H30年度、2社3名を補助）

地域情報化事業及びオープンデータを軸に、様々な主体
との連携・協働を行った。
会津大学とは、大学で開講するアナリティクス人材育成
カリキュラムへのデータ提供と意見交換を継続的に行う
とともに、年2回の情報化アドバイザー会議において市
が抱える課題や最新の技術動向について意見を伺った。
また地域コミュニティCODE for AIZUや、地域の学生・
技術者等と連携し、アイデアソン・ハッカソン等のイベ
ントの開催やアプリ・サービスの開発に結びつけている
。
また国事業の採択や、民間・学術機関主体のコンテスト
・協働プログラム等に積極的に参画することで、民間人
材の受入による課題解決や様々なデータ利活用事例の創
出に努めた。

　本市において、ＩＴを活用して起業を志す学生・個人
・グループ、新商品を開発した企業、新技術を創出する
研究者、学生などを対象に、優秀な成果品に対して「会
津産ＩＴ技術」という認定を与え、ＩＴベンチャー企業
の技術やサービス、商品等の広域的な市場開拓に対し、
そのスタートアップを支援する制度であり、平成30年度
に５件の新規認定を行った。
　また、会津産ＩＴ技術として認定された技術を対象に
、販路拡大及び製品や技術の広報・宣伝を目的とした展
示会等へ出展する際の当該活動に係る経費の一部につい
て補助している。平成29、30年度はともに補助の申請が
なかった。

＜実績＞
○技術認定
　　平成29年度は申請がなかった。
　　平成30年度は5件の新規認定があった。
○販路拡大補助金
　　平成29、30年度ともに補助の申請がなかった。
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分野 施策名 主な取り組み 事務事業名 所管課 評
価

Ⅳ

2

情報統計課 ○

農政課 ◎

3

情報統計課 ◎

情報統計課 ◎

健康増進課 ◎

【地域活力の維持
・発展】

産学官民が連携
し会津の活性化
を目指す地域社
会の形成

既存産業へ
のIＣＴ利活
用

既存産業でのＩＣＴ利活用
の普及拡大

地域情報化推進事業
（ICTまちづくり推進事業
）

農業分野におけるＩＣＴ利
活用による効果検証及び普
及拡大

オープンデ
ータ・ビッ
グデータ利

活用

オープンデータ等の公開に
よるアプリ・サービス等の
創出支援

オープンデータ活用実証
事業

市が公開するオープンデー
タ等の拡充及び利活用に向
けた普及促進

オープンデータ活用実証
事業

食育推進事業における詳細
な食事・栄養分析データ活
用とオープンデータ化によ
る官学連携の推進

食育推進に係るアセスメ
ント事業
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備考第６次計画（平成２９年度から令和元年（平成３１年）
度まで）の総評

地元商店街を対象に店舗情報の発信手段として「あいべ
あ」や「ペコミン」等を活用したポスターの掲示やPRを
行った。

平成30年度開始新規事業

（スマートアグリ導入支援事業）
　ＩＣＴを活用した養液土耕栽培設備について、平成
27、28年度に実施した実証事業により、当該システムの
導入効果が大きいことが確認されたことから、平成29年
度より「導入支援事業」に切替え、施設園芸作物の生産
性の向上や省力化に取り組む農家に対し、普及拡大を図
っている。
　その結果、平成27～30年度までに13経営体、204ａに
導入され、令和元年度においても、新たに６経営体に導
入される見込み。
　また、当該システムによる効果については、生産実績
検討会を開催し、検証を行っているところであり、平成
27～30年度に導入された実績としては、販売金額が平均
で約３割増加し、労働時間が平均で約１割削減された。

（スマートアグリ実証事業のうち、ＩＣＴを活用した水
田の水管理システムの導入実証）
　ＩＣＴを活用した水田の水管理システムについては、
平成30年度から導入効果を実証しているところであり、
平成30年度は４経営体、12haに導入され、令和元年度に
おいても新たに４経営体に導入される見込み。
　当該システムによる効果については、生産実績検討会
を開催し検証しているところであり、平成30年度の実績
としては、水管理に要する労働時間が約７割削減された
。
　※平成30年度に当該システムが稼動したのは、１事業
主体のみ

（スマートアグリ実証事業のうち、ＩＣＴを活用した栽
培支援ドローンの導入実証）
　ＩＣＴを活用した栽培支援ドローンの導入実証につい
ては、令和元年度から導入効果を実証しているところで
あり、４事業主体に導入された。
　当該システムによる効果については、生産実績検討会
を開催し検証する予定。

ＩＣＴを活用した養液土耕栽培
　実証事業…平成27、28年度事業
　導入支援事業…平成29年度～

ＩＣＴを活用した水田の水管理システム
　実証事業…平成30年度～

ＩＣＴを活用した栽培支援ドローン
　実証事業…令和元年度～

国事業等も活用しながら、市のオープンデータ利活用基
盤「DATA for CITIZEN」上のオープンデータの拡充を行
うとともに、データを活用したアプリ作成を広く呼びか
け、市内外の学生・技術者等によって開発されたアプリ
をDATA for CITIZEN上で公開した。
特にデータ活用によるアプリ作成については、ハッカソ
ンイベントの開催や全国コンテストへの参画により地域
の技術者によるアプリ・サービス開発を促し、市内の学
生・技術者等から応募された作品が様々な賞を受賞して
いる。

庁内外の様々な活動や国事業等、様々な手段によりオー
プンデータの拡充と利活用促進を図った。
様々な行政データをDATA for CITIZEN上で公開するとと
もに、「オープンデータ推進検討チーム」にて、定例的
な検討会・勉強会等を実施した。また車両走行情報収集
の実証事業を実施し、センサーデータを活用したバス乗
降者数推定及び道路管理業務への活用の検討を行った。
特に庁外においては、ハッカソンイベントの開催や全国
コンテストへの参画により、本市公開データの周知や活
用促進を行った。

　全市調査等をベースラインとして、虚弱高齢者や市内
中高生等の食習慣状況データベース作成（H29.30.31)と
会津大学との解析方法の研究（H30.31）と検討会を行っ
たほか、会津地域近隣町村と共同でのデータ分析検討及
び保健衛生学会発表（R元)を行った。
　今後、さらに他地域との保有データの分析検討を行う
予定（H31)。

本市の地域情報化に寄与すると考えられる事業（
平成30年度）
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分野 施策名 主な取り組み 事務事業名 所管課 評
価

ⅴ 1

情報統計課 ◎

学校教育課 ◎

学校教育課 ◎

学校ＩＣＴ環境整備事業 教育総務課 ○

◎

地域情報化推進事業 情報統計課 ◎

地域情報化推進事業 情報統計課 ○

企画調整課 ◎

【ＩＣＴ人材の
育成及び情
報リテラシー
向上】

だれもがＩＣＴ
の利便性を
享受できる社
会の実現

ＩＣＴを体
感する機会
の創出

スマートフォンやタブレッ
ト端末などのモバイル機器
のセミナー開催

地域情報化推進事業
（市民ICTリテラシー向上
）

教育機関におけるＩＣＴ教
育の推進

地域とつながる教育支援
事業

ＩＣＴによる教育機会の
拡充

生涯学習総合センターや地
区公民館でのＩＣＴセミナ
ー開催

コミュニティ活性化のた
めのＩＣＴ生涯学習推進
事業費

生涯学習総合セ
ンター

最先端のＩＣＴを体験でき
るイベントや機会の創出

地方創生推進事業（デジ
タル未来アート事業）
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備考第６次計画（平成２９年度から令和元年（平成３１年）
度まで）の総評

令和２年度以降も継続予定

市民を対象とした「スマートフォン操作教室」や「タブ
レット操作教室」などを実施、ＩＴリテラシーの向上に
努め、情報格差の解消が図られた。

　教育ポータルサイト「あいづっこweb」と連動したア
プリケーション「あいづっこ＋（プラス）」を配信し、
より身近に学校と保護者との情報共有を図った。
　また、ホームページの更なる充実に向け、機能改修等
を実施し、より効果的な情報配信を図った。

累計
　あいづっこ＋（アプリ）DL数　1,968件
　あいづっこ＋親登録数　1,193名
　あいづっこ＋児童生徒登録数　1,694名
　あいづっこWeb閲覧累計　1,282,243件（H31.3
末時点）

　平成32年度の小学校５･６年生の外国語科（英語）及
び３・４年生の外国語活動の完全実施を見据え、グロー
バル教育の推進のため、積極的にICT機器を活用し次世
代の学校づくりを進めた。
　平成29年度は小学校に35台・中学校に32台、平成30年
度は新たに小学校５・６年全学級に電子黒板機能付きプ
ロジェクターを84台配置した。
　加えて、デジタル教材等整備し、ICT機器を効果的に
活用させることにより、学習への関心や意識の向上させ
、学習内容の理解促進に取り組んだ。

累計　151台
　内訳　小学校119台（＋84台）、中学校32台
　（平成31年度末時点）

小中学校合わせて１８校において機器更新を行い、最新
のＯＳであるWindows10を搭載した教育用コンピュータ
、校務用コンピュータを合計で６６６台導入した。うち
、パソコン室の学習者用のコンピュータ（１３校、３８
０台）については、持ち運びが可能なタブレット型ノー
トパソコンへ更新し、学校におけるＩＣＴ環境が向上し
た。

学習指導要領の改訂に伴い、プログラミングについての
関心が高く、親子に対するICT教育として多くの参加者
があったことは評価できる。
会津大学等と連携し、高度で敷居の高いと思われがちな
情報分野について、わかりやすく親しみやすい内容で地
区に還元できる内容ということもあり、参加者からも好
評であった。

超高速ブロードバンド未整備である大戸地区・湊地区を
対象に「インターネット活用セミナー」や「プログラミ
ング教室」などを開催し、地区住民のICTに対する関心
を高めることができた。

・庁内外での各種団体にペコミンの紹介やPR活動を実施
した。
・会津大学が開発したRIMシステムとペコミンの連携を
行った。

・最先端のデジタル技術を用いて、実際に「作って、遊
んで、動かす」ことで、ICTを楽しみながら学ぶことが
できる、「デジタル未来アート展」を開催。
・小学校のプログラミング教育必修化や、本市の強みで
ある会津大学やICT関連産業を活かした地域内進学、就
業といった人材定着の促進に向け、小学生を対象にプロ
グラミングのワークショップやプログラミングコンテス
トを実施。（平成30年度～）

　子どもたちが、最先端のICTやプログラミングに実際
に触れることで、ICTを活用して将来の社会をより良く
変えていける人材となる一助となったとともに、展示コ
ンテンツがすべて地元ICT企業により開発されたなど、
しごとづくりにもつながった。



第６次会津若松市地域情報化基本計画総括　【進捗：◎実施　〇一部実施　△検討中　×未実施】

16　

分野 施策名 主な取り組み 事務事業名 所管課 評
価

ⅴ 2

情報管理費 情報統計課 ◎

情報管理費 情報統計課 ◎

情報管理費 情報統計課 ◎

上記の他、本市の地域情報化に寄与したと考えられる事業

分野 施策名 主な取り組み 事務事業名 所管課

Ⅰ 企画調整課 ◎

【ＩＣＴ人材の
育成及び情
報リテラシー
向上】

だれもがＩＣＴ
の利便性を
享受できる社
会の実現

ＩＣＴを活
用できる知
識を持つ人
材の育成

職員研修による人材の育成
、情報リテラシー向上

情報化人材を育成する体制
の充実と活動機会の創出

庁内ＩＴリーダー研修の拡
充

評
価

【市民と行
政とのコミ
ュニケーシ
ョン】
ＩＣＴを活
用し自主自
立のまちを
つくるため
、市民と行
政が協働で
実現するま
ちづくり

ＩＣＴを活
用したコミ
ュニケーシ
ョンの推進

ＩＣＴを活用した地域情報
発信プラットフォームの運
用

デジタル情報プラットフ
ォーム整備事業
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備考第６次計画（平成２９年度から令和元年（平成３１年）
度まで）の総評

事業概要 実施時期

タブレット端末の実証や情報化セミナーへの派遣等、先
進的な取り組みにふれる機会を増やすことができた。
計画期間中に13名の情報化人材新規登録者があった。（
累計27名）

タブレット端末の実証や情報化セミナーへの派遣等、先
進的な取り組みにふれる機会を増やすことができた。 

庁内ITリーダー研修は、これまで集合研修で行っていた
が、eラーニングで実施することにより、庁内ITリーダ
ーの負担軽減を図ることができた。
また、庁内ITリーダーが標準実装以外のソフトウェアや
情報機器の接続の導入・設定作業することにより、ＩＴ
リテラシー向上や庁内情報化の推進を図ることができた
。

第６次計画（平成２９年度から平成３１年（令和
元年）度まで）の総評

・利用者があらかじめ登録した各個人の属性（住所、年
齢、家族構成等）などを基に、閲覧者にとって興味関心
の高い情報を優先的に表示し、行政や地域の情報を一体
的に提供するインターネット上のポータルサイト「会津
若松＋（プラス）」を運用した。

・ＫＰＩであるＩＤ登録者数は、平成29年度末
3,578人（住基人口119,681人）、平成30年度末
8,008人（住基人口118,518人）と、市民の1割に
満たないものの、平成30年度の1年間においては
、ＩＤ登録をしていない方も含め、約89,000人の
方から、のべ約277,000回のアクセスをいただい
ており、利用者数は年々増えている。
　こうした実態から、徐々に「会津若松プラス」
が有効なツールとして認知されてきているものと
捉えている。

平成27年12月14日運
用開始



II. 国と県における情報通信政策の現状と動向

1. 国の情報通信政策の動向

　国は高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進

することを目的に、平成 13年「高度情報ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本

法）」を施行し、「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT総合戦略本

部）」を設置しました。

　ＩＴ戦略本部は、平成13年に「ｅ-Ｊａｐａｎ戦略」、平成１５年に「ｅ-Ｊａ

ｐａｎ戦略Ⅱ」を策定するなど、主に情報通信基盤の整備とＩＴ利活用を積極的に

推進し、特にインフラ整備において、日本は世界最高水準となるといった成果をあ

げてきました。

　さらに、平成 25年には政府のＩＴ戦略として「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」

を閣議決定し、ＩＴ利活用の裾野拡大を推進するなど、世界最高水準のＩＴ利活用

を通じた安全・安心・快適な国民生活の実現を目指してきました。

　その後、平成 25年に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）」及びその関連法や、平成 28年に

成立したオープンデータ・ビッグデータ等の利活用を促進する「官民データ活用推

進基本法」、令和元年に成立した、ＩＣＴの利活用による行政手続きの利便性の向

上や行政運営の簡素化・効率化を図る「デジタル手続法」など、ＩＣＴの利活用に

関わる重要な法律が整備され、ＩＣＴの利活用による利便性の向上への取組が推進

されています。

　そしてこれらのＩＴ戦略や法整備を踏まえ、国は平成 25年に策定した「世界最

先端デジタル国家創造宣言」を発展させ、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民

データ活用基本計画（創造宣言・官民データ活用）」を策定しました。この中で国

は、「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０*1」時代にふさわしいデジタル化の達成により、国民

が安全で安心して暮らすことができ、豊かさを実感できる社会を実現することを目

指した取り組みを進めていくとしています。

*1 「第５期科学技術基本計画」（平成 28 年 1 月 22 日閣議決定）において我が国が目指すべき未来社会の姿として
提唱された、狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に
続く、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社
会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）のこと。
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創造宣言・官民データ活用において掲げる重点取組

　　１．世界を牽引する先駆的取組の社会実装プロジェクト

　　２．国民生活で便益を実感できるデータ利活用

　　３．我が国社会全体を通じた、デジタル・ガバメント

　　４．社会基盤の整備



2. 県の情報通信政策の動向

　県は平成 13年度に情報化推進計画を策定し、情報化の推進に向けた取組を開始

して以降、５期 18 年にわたり情報通信基盤の整備やＩＣＴの利活用を進めてお

り、令和元年に福島県総合計画「ふくしま新生プラン」の基本目標及び「福島県復

興計画」の基本理念を実現することを目指した「ふくしまＩＣＴデータ利活用社会

推進プラン（計画期間：2019年度から2021年度）」を策定しています。（なお、

このプランは、官民データ活用推進基本法第９条において都道府県に策定を義務付

けられた官民データ活用推進計画として位置付けられています。）

　この計画は、震災からの復興・次項減少や少子高齢化等の福島県が直面する様々

な課題の解決に向け、ＩＣＴと官民データを有効かつ積極的に利活用するための市

指針として策定されたものであり、「ＩＣＴとデータで真の豊かさを享受する社会

“ふくしまＳｏｃｉｅｔｙ５．０”の実現」を目標として取組をしています。

　これらの施策の中で、特に市の地域情報化の観点から、以下の内容についても本

市も連携しながら効率的で質の高い行政サービスの提供を図っていくものです。

① 安全・安心、健康なくらし

　福祉分野では、ＩＣＴを活用し、医療情報の連携等による業務の高度化・効率

化、高齢者や障がい者への情報提供や情報リテラシーの向上を図ります。また、災

害時でも緊急情報等を発信するなどのＩＣＴ活用ができるよう、災害に対応する

ネットワークシステムの維持をするための仕組みを整備します。

② 産業振興・地域活性化

　中小企業のＩｏＴやＡＩ等の対応支援や、観光・農林水産業でのＩＣＴ活用を支

援します。また、地元への人の流れや雇用等を創出し、地域活性化を図るため、Ｉ

ＣＴを活用した働き方であるサテライトオフィスなどのテレワークを促進します。

③ 教育・ＩＣＴ人材育成

　学校においては、児童生徒の情報活用能力の向上に努めるとともに、ＩＣＴに適

切に扱うための情報モラルに関する教育を行います。
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ふくしまＩＣＴデータ利活用社会推進プランにおける施策体系

　　　　　　　　　１．復興の推進

　　　　　　　　　２．安全・安心、健康なくらし

　　　　　　　　　３．産業振興・地域活性化

　　　　　　　　　４．教育・ＩＣＴ人材育成

　　　　　　　　　５．電子自治体



　社会人については、会津大学やテクノアカデミーを核として、新たなＩＣＴを活

用でき、サイバー犯罪を防止できる専門人材の育成に努めます。

④ 電子自治体

　最新のＩＣＴの活用、市町村がもつデータのオープンデータ化、行政手続のオン

ライン化や、市町村システムへのクラウドの導入等を促進します。
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III. 市の情報化の現状と動向

1. 市民アンケート設問一覧

　地域情報化推進基本方針及びアクションプランの策定にあたり、インターネット

の利用状況や情報化に対する市民ニーズを把握するため、令和元年８月 23日から

９月９日にかけて、無作為に抽出した市民 1,992人に対し、次ページのとおりアン

ケート調査を実施しました。

　なお、本アンケートの回答は、郵送またはインターネットにより受付を行い、合

計628件の回答がありました。
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アンケート設問（ 1/5）
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アンケート設問（ 2/5）



24

アンケート設問（ 3/5）
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アンケート設問（ 4/5）
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アンケート設問（ 5/5）



2. 市民アンケートから見る現状と課題

　本アンケートの回答状況を見ると、依然として郵送による回答率が高い状況にあ

りますが、有効回答数に占めるインターネット回答割合は 25％を超えており、こ

れは第６次地域情報化基本計画策定時のアンケートにおける、有効回答数に占める

インターネット回答割合の７％を大きく上回っていることから、パソコンやスマー

トフォン等が一般にも普及し、インターネットが身近になってきているものと考え

られます。

　○対象者数　　　　　　　：1,992人
　○有効回答数　　　　　　：628件（回答率：31.5％）
　　　・郵送　　　　　　　：469件（回答数に占める割合：74.7％）
　　　・インターネット　　：159件（回答数に占める割合：25.3％）
　　（総務省：平成30年度通信利用動向調査  回答率：41.3％）

　回答内容の傾向としては、パソコンやスマートフォンの利用率が高くなってお

り、特にスマートフォンでのインターネット利用が年齢層を問わず普及しているこ

とや（⇒Ⅲ-3-ア-a）、20歳代以下の若年層だけでなく、30歳代～50歳代の壮年層

においても、情報入手手段としてインターネット検索を最も多く活用しているなど

（⇒Ⅲ-3-イ-a）、情報化が着実に進んでいることが分かりました。

　そのため、60歳代以上の高齢者層においては、紙面やテレビ等による従来の情

報伝達手段が機能するものの、50歳代以下の年齢層においては、従来の手段では

情報が届かない可能性が高くなってきていることから、より情報化を念頭においた

発信手段を講じていく必要があります。
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3. 市の情報化の現状（市民アンケート抜粋）

ア. インターネットの利用について

a. インターネットを利用する上で使用する主な機器について

　90.5％の方は、いずれかの手段でインターネットを利用しています。平成 28年

に実施したアンケート結果と比較すると 13.5％のプラスとなり、全国の水準を上

回る結果となりました。

　また、平成 28年に実施したアンケートと比較すると、スマートフォンの使用率

が35.3ポイント増となってパソコン使用率を上回っており、スマートフォン等の

携帯端末が一般に広く普及していることがうかがえます。

※複数回答のため、回答者の合計値は100％を超える　※未回答を除く

インターネットの利用動向比較

インターネットの利用動向 利用率

会津若松市 90.5％

前回市民アンケート時（平成 28 年度実施） 76.5％

全国（※） 79.8％
※総務省「平成30年度通信利用動向調査」結果より　　　　　　　
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　また、各年代ごとでの機器使用率をみると、全ての年代でスマートフォンの使用

率がパソコンの使用率と同数、又は上回っており、特に 10代から40代での使用率

が 90％を超えていることから、現在においてはスマートフォンがパソコンに代わ

る情報端末として機能していると考えられます。
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b. 今の生活に必須であると思うサービスについて

　「地図や交通情報サービス」、「天気予報」は世代問わず利用率が約４割と高

く、情報端末を保有している方であれば広く利用されていることがうかがえます。

　世代別にみると、他の世代に比べ、20歳代以下では「ＳＮＳ」や「動画投稿サ

イトや動画配信サービス」、「ゲーム」の利用率が突出して高い一方、60歳代以

上では「サービスを利用しない」の回答も多く、年齢が高い世代ほど情報サービス

を利用していない方が多いことが分かります。

　しかし、60歳代以上で「サービスを利用しない」と回答した割合は 20％程度で

あり、それ以外の方は何らかのサービスを利用していると思われるため、高齢者の

間でも確実に情報化は進んでいるものと考えられます。

30



c. インターネットを使ったことがない方や興味がない方が積極的にインターネットを

使うようになるには、どのようなきっかけやサービスが必要と思うかについて

　主な回答として、「使い方を学ぶ講座を、受講者のライフスタイルに合った日時

や場所で開催する」ことや、「まずは使ってみることで、便利さを実感してもらう

ことが必要」といった、「実際にインターネットに触れ、その便利さを体験・実感

する」という趣旨の回答が多数を占めました。

　この理由として、「現状使っていない方にとって、機器やインターネットの使い

方が難しく、よく分からないため」や、「使っていなくとも、特に不便を感じてい

ないと思われるため」という記載が多く、「まずは使い方を学ぶ機会や、インター

ネットの便利さに触れる機会を提供すべき」と考えている方が多いことが分かりま

す。

　また、インターネットを利用するために必要な端末や通信回線使用料について懸

念する回答も多く、インターネットを利用しない方にとってはそういったコスト面

も利用の障壁になっているものと思われます。

【主な回答の抜粋】

• 高齢者を対象にした講習会を出前で開く。（公民館とか地区ごとなど）
• インターネットのわかりやすい説明など（安全面など）
• 言葉では聞いていても、利用方法等が理解できない方がほとんどだと思うので、特に高

齢者向けの教室を開いたりするのが良いと思う。
• 無料のパソコン教室があればいいと思う
• インターネットを使用するメリットを説明する。利用することによって得られる得点をアピー

ルする。
• 欲しい情報をすぐに得られる便利さを経験することにより、インターネットを使う事の入り口

になると思います。
• 病院等の予約がネットでできるようになれば、年配の方も少しは楽になり、使用する機会

が増える。
• 趣味を入り口にして惹き付ける。ああ、こんなことまで分かるのか調べられるのかと感動を

感じてもらう。
• 端末購入の補助、利用料金の無料化、インターネット教室の開催など。
• 年配の人はお金がかかることをとにかく心配する。このサービスのここまでは無料、とかの

線引をわかりやすくすればよいと思う。
など。

（※その他の回答については、巻末の一覧にまとめてあります。）
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イ. 市の情報について

a. 情報の入手手段として最も重要・必要と考えるものについて

　情報の入手手段として最も重要・必要と考えるものとして、50歳代以下の若い

年代においてはインターネット検索が最も多い回答となっており、また 60歳代以

上の年代においてもテレビを上回る回答率であることから、インターネットが身近

なものになっているのがうかがえます。

　その他の特徴として、二番目に重視する情報入手手段は各年代においてばらつき

があり、年齢が上がるほど新聞やチラシ・フリーペーパーといった紙媒体からの情

報入手を重視していますが、20歳代以下の年代ではＳＮＳやテレビのようなデジ

タル機器からの情報入手を重視している傾向がみられます。

　回答全体の傾向としてみた場合においても、インターネット検索が最も重視され

ていることから、インターネットが一般に広く普及していることがわかります。
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b. 市から分かりやすく提供してほしい情報について

　補助金や助成金の情報や、子育て・医療・介護の情報など、特に市民生活に密接

する情報提供についての回答が多数を占めました。

　また、その情報に対する分かりやすい説明や、必要な時に必要な情報を簡単に入

手できる利便性、より詳細な説明を聞くための的確な問い合わせ先といった情報を

求める方も多く、市政だよりやホームページ以外での情報提供を求める声が多いこ

とがうかがえます。

【主な回答の抜粋】

• 市役所の手続き等などをインターネットでできるとよい。
• 家庭の実情に合わせた情報　子育て世代には濃さ建て情報、介護の世帯には介護情

報。
• 補助金、助成金の情報、子育て情報、医療、介護に関する情報、税金に関する情報。
• 住民税等の額を納付書が届いて知るのではなく、前もってネットで見れる。
• イベント情報をスポーツ、歴史、芸術など分野別に紹介するサイト。
• 受けることができる補助金や助成金のサービスについては、しっかり告知してほしい。

特定の人しか利用できていない。
• 最初、この地に引っ越してきた際、市役所や行政サービスの開いている日時が分かりづら

かったです。
• 補助金、助成金の具体的な内容と担当課について、各種手続きの事と担当課につい

手、イヴェント情報の詳しい内容について。
• 年齢によって知りたい情報はまちまちだと思う。情報提供してほしい時に「担当者がいな

い」という事がないようにしてもらいたい。
など。

（※その他の回答については、巻末の一覧にまとめてあります。）
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ウ. 市のウェブサイトについて

a. 会津若松市のホームページ利用の有無について

　20歳代～50歳代、70歳代以上においてホームページを利用したことがある方が

多く、これは主に子育て世代や医療・介護が必要になっている世代を中心に、市の

情報を得るためにホームページを利用しているものと推測されます。

b. 「会津若松＋」の利用の有無について

　全ての年代において、「会津若松＋を利用したことがある」の回答が、「利用し

たことがない」の回答よりも大幅に少ない結果となりました。

　また、「会津若松＋があることを知らなかった」と回答した割合についても、全

ての年代で 25％以上となっており、特に 20歳代以下において半数近くが「会津若

松＋」を知らないと回答しています。
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c. 「会津若松＋」を魅力的で利用したくなるサービスにするためには、どのような
サービスがあればよいと思うか、について

　主な回答として、「工事中の道路が分かること」や、「お祭りなどの各種イベン

ト情報」、「健康診断結果や納税状況などの情報を電子的に得たり、市役所に行か

なくとも手続きができること」、「災害情報や防犯情報などの情報がすぐ知れるこ

と」などを挙げている回答が目立ちました。

　また、「そもそも会津若松＋をよく知らないので、認知度を上げるべき」といっ

た意見もあり、「会津若松＋」の周知を図る必要性など、様々な課題を発見するこ

とができました。

【主な回答の抜粋】

• 健診、予防接種の時期にメールで知らせたり確認メールが送信されると便利。」
• 工事中の道路が分かる。
• 地域のイベント情報やグルメ情報。
• 不審者情報。住んでいる地域の小・中学校の情報など
• 市内の駐車場の空き状況がみれる
• 早朝勤務もあるため、除雪状況がもっとわかればよい。

など。
　　　　　

（※回答については、巻末の一覧にまとめてあります。）
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エ. マイナンバーカードについて

a. マイナンバーカードの保有の有無について

　全年代において 30％近くの方が「マイナンバーカードを持っている」と回答し

ており、特に 10～20歳代では40～50％がマイナンバーカードを保有していると回

答しています。また、「交付されていることを知らなかった」という回答はなかっ

たことから、マイナンバーカードそのものは一般的に知られていることがうかがえ

ます。

　しかし、「持っていない、取得する予定もない」との回答についても、全ての年

代で40～55％程度あり、約半数は取得予定もないことがわかりました。

　ただし、本市におけるマイナンバーカードの発行率は 14.2％であり、本設問で

のカード保有率はそれと比較して著しく高いことから、通知カードをマイナンバー

カードと誤認している可能性があることを考慮する必要があると思われます。
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b. マイナンバーカードを活用したサービスで、実際に使ってみたいものについて

　「健康保険証や診察券としての利用」との回答が最も多く、３番目に多い「医療

機関の受診カルテやお薬手帳としての利用」と合わせて、医療機関を受診する際に

利用したいという声が特に多く見受けられました。また、「インターネット上で市

の各種行政手続きを行うために利用」との回答も２番目に多く、電子的な行政手続

きに対しても一定のニーズがあることが分かります。

　「その他」での回答としては、「特にメリットを感じない」や「使っていないが

特に支障を感じない」、「カードを紛失した場合のデメリットが怖い」といった意

見が多く、マイナンバーカードを利用することによるメリットがまだ広まっていな

いことが感じられます。

※複数回答のため、回答者の合計値は100％を超える。※未回答を除く。
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オ. 市のＩＣＴ施策について

a. 「スマートシティ会津若松」の取組の内容を知っていますか。

　全ての年代で「知っている」「名前は聞いたことがある」と回答した割合が９

０％を超えており、市民の間にも「スマートシティ会津若松」が一定程度認知され

ているものと思われます。

　

b. 市のＩＣＴ施策全般についての要望や意見について

　特に目立った回答として、「ＩＣＴについて取組をしているのは知っているが、

恩恵を身近に感じられない」といった、ＩＣＴを身近に感じられないことに対する

意見が多く見受けられました。

【主な回答の抜粋】

• ICT 施策の内容や市民へのメリットが伝わっていないと感じる。
• マイナンバーカードを作るメリットがわからない。
• ICT を活用すると、どのようになるか、詳しく知りたい。
• 次世代に向け、ICT と言う言葉を誰もが普通に感じられる環境作りを推進して欲しいで

す。若者だけでなく少子化・高齢化に合わせた利用環境の整備・雇用創出など。情報格
差、経済格差ができないような対策も必要と感じます。

• ＩＣＴのメリットが良く伝わってこない。
• 具体的に ICT 施策と実生活への関連がよくわからないので、身近に感じられない。
• 今のところ、必要とすることがないので、利用していません。

など。
　（※回答については、巻末の一覧にまとめてあります。）
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IV. 市民アンケート結果（自由記述一覧）

問２．３　あなたやあなたの周りの方で、インターネットを使ったことがない方や興味が
ない方が積極的にインターネットを使うようになるには、どのようなきっかけやサービス
が必要だと思いますか。（39ページ～54ページ）

10歳代の方の回答

自分の興味のあるジャンルのキャンペーンなどがあれ
ば使う気になると思う

実際にポイント券などを稼げる。
地域のローカル状況（道路や交通）を自分から登録・
発信できる（Yahoo!天気のような）サービス

買い物の配送サービスや、飲食店や遊園地などの割
引券などがあるサービスや、情報

インターネットを使ったことない人→タブレットの貸し出
しをする（なるべく安く）+講習会をする。
会津限定で買い物をするときスマホを見せると安くなる
or ポイントが付くなどのアプリをつくる。
興味がない人→インスタなどで会津に関係する投稿を
したらポイントがたまるなど（♯会津などのタグづけ）お
トクちゃんにする。

ゲームや音楽鑑賞など、インターネットを利用すること
で楽しみが増えることを呼びかける。

パソコンの訪問講座

難しいかと 連絡手段や様々な申請などがインターネットからにな
ると使用すると思います

スマートフォンやパソコンなどの電子機器を実際に使
用してみるというきっかけが必要。

主に高齢世帯の方が使っていないと思うのでインター
ネットが使える環境設備を整えられる補助金を出して
あげると良いと思う

どこでも利用出来るようにする 興味がない人に勧めるのは難しいと思う
だからこそできる限りの情報を機会がある度に発信し
続けていくしかないと思う。

インターネットについてそれぞれの地域で専門機関と
連携した説明会や、市政だよりなどで紹介する。

音声認識で、本体を触らなくても、起動することができ
ること。

インターネットを使ったことがない人は、使い方が分か
らなくててを出しにくいという状況にあると思うので、イ
ンターネットの講座などを積極的に開催して「使わな
い」「使えない」ではなく「使える」という状態にしてあげ
ることが必要だと思う

私の祖母が最近かんたんスマホに変え、使っています
が、使い方があまり分からず。
どのような点で、スマホが便利なのかが理解できてい
ないので、主に高齢者などを対象に、スマホの使い方
や、どのような点で使うと便利なのかを伝えればよいと
思った。

情報を得るにはいいのですが、大切な時間があっとい
う間に過ぎてしまうリスクもあります。

高齢者はインターネットについて「難しい」「怖い」という
イメージがあると思うので、そこを改善する必要がある
と思う

LINE の便利さや Google、Yahoo!で調べ物ができて楽
しいということを伝えたらいいと思う。

タブレット端末を一家に一台ずつ支給
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10歳代の方の回答

使い方を学ぶ講座（参加しやすい時間帯や場所） インターネットを使ってもらう機会をつくる。

使用しない人はインターネットの使い方がわからない
から使用しないと思うので見映えが良く、使い方の説
明、伝えたいことがわかりやすいようなチラシでの人に
よる説明する場を設けることがきっかけになり使えるよ
うになるかと思います。

家族や友人など、身近な周囲の人たちと共有できるよ
うなサービスがいいと思う。周囲のインターネット利用
者を巻き込んでいく。

ネットの利便性を教える インターネットと聞くと難しく感じたり面倒に感じる方も
いらっしゃると思うので、簡単に設定できて、自分に有
益な情報が勝手に届くようなシステムがあると良いので
はないでしょうか。

利用料金を下げる インターネットを使った仕事が会津には少ないと思うの
で、そのような仕事があるようにしてもらいたい。

お店のクーポンなどがあればいい インターネットの利便性を説明し、実際に利用できる機
会を設ける。

インターネットを教える お年寄り用の簡単な操作のものや安いものがあると良
い

端末無配 ・サービスの無償化
・使い方を教えてくれるイベントなどの実施

インターフェイスがさらに理解しやすい見た目であるこ
と、直感的に入力できることの充実(音声入力など)

使いにくい事がデメリットなので（老人の方には）会話
のように機械に問うようなものが普及するとよいと思う。
カタカナの難しい専門用語ばかりで大変なのでわかり
やすくしてほしい。

毛嫌いしている人には、インターネット上の、何か面白
いサイトや、動画、画像などを見せて、まず一緒に楽し
む。それにより、インターネットに親近感と、「いいところ
もあるやん」という感情を持たせることが必要かと思う。

詐欺の減少。地域でのイベントでの説明会（知らない
団体だと行かなそうなので）。

今のままで十分だと思う。 ポケモン GO をやらせる。
やらせることによってスマホをもつようになり（使うように
なり）LINE やインターネットで情報をみたりするように
なる。
歩くことにより健康になるし、コミュニティも広がるので、
本来の目的を達成しつつ＋アルファになると思いまし
た。

別に使いたくないなら勧める必要はないと思う。 インターネットの使い方もわからない人も多いと思うの
で、講習会を開くとよいと思う。また使いやすい（わかり
やすい）ホームページだとまた見たいと思うと考える。

店に行かなくても簡単に欲しい物が購入できる 簡単で料金などの仕組みがわかりやすく、セキュリティ
がしっかりしている。

インターネットがとても便利だということをテレビ番組や
ＣＭを通して伝える。

ネット情報以外で使っている物（新聞やニュース等）で
ネットを利用するメリットなどに触れる。

とにかく 1 度利用させて、便利な物だというのを実感さ
せるしかないかと。

ごく簡単な機能のみが付いた端末の無料貸し出し。余
計ない機能は普段使用しない方にとっては混乱しや
すいため。

使用する目的がないと使わない、通信販売でしか買え
ないものは無い、テレビで満足している人が動画を見
るとは限らない、日常で物足りないと感じていなければ
インターネットは使わない

仕事でインターネットを使用せざるを得ない状況となる
と使用するようになると思います

身近なお店（スーパーや食堂など）がツイッターやブロ
グなどで情報発信をすること。

無料のパソコン教室があればいいと思う

インターネット教室。スマホでも、スマホ教室がそれぞ
れの支店であるので、インターネットの基本操作や利
便性を教える教室があればいいのでは？コミュニ
ティーセンターなどの場所で

・簡単に無料でできるもの
・広告で情報に触れる機会を増やす
・インターネットを使うことによって、ありがとうと人から
感謝される仕組みにする
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10歳代の方の回答

・広告での紙媒体を無くす

使い方講座や使ったことない人向けの説明会やパソ
コンや携帯電話の無料貸出みたいなことをしていく。

簡単に操作出来ることが分かる勉強会があること。安く
パソコンやタブレットをレンタルできるサービス等。

周りの人達がインターネットのメリットや目的などを名買
うに教えることで興味を持つと考える（ex　教える、広
告、インターネット教室を開くなど）

全世帯にタブレットを配布する。

その人に興味のある話題を持ちかけて、インターネット
での検索の仕方を教えてあげる

インターネットでできることを教える

簡単に利用出来るようにする
利用スペース、安価なパソコン販売等

手軽にインターネットが使える場所が増えること。
・PC が自由に使える
・Wi-fi が使える

分かりやすく、使いやすい機器 友人の輪で、自分以外みんな使っての交流をしている
など、置いて行かれ、必ず必要する場面が必要だと思
う。

７０～８０代の方はまず、インターネットを利用しなくても
暮らせていけるという固定概念がある。ネットを利用す
るには端末を買わなければならないというデメリットが
あるので、提供の形を考える必要があると思う。
例えば端末とネット料金を１か月無料で提供、据え置
きタブレットで天気情報や、会津の情報が見えるアプリ
が入ったものをお試しに利用させる。

－
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30歳代の方の回答

解りやすさ・安全さ インターネットに触れる際に、年齢ごとに気になるトピッ
クスなどをクリック１つで選ぶと情報が見れるようにす
る。（入力する事が煩わしいと思う。）
期間を決めてタブレットの配布。

いかに便利なのかと安全性の説明 ・インターネットを使える道具（タブレットなど）がお金を
気にせず手元にある、もしくはそばにあること。（貸し出
しや公共施設での設置など）コンシェルジュのような教
えてくれる人が一緒だとなおよい。

簡易的なタブレットなどの貸し出し 老人ホームやデイサービスなどで、簡単なゲームをし
たり、楽しめる様にしていく。

それを利用するしかない状況
わかりやすい説明書やパンフレット、実際に自宅に訪
問して教えてくれるサービスなど

必要性を感じない人には無理に薦めなくてよい。若い
世代は否応なしにネット社会の中で生きていて、意図
的に避ける人もいるくらいだから、むしろ依存の方が心
配。ネットの利便性とともに、あふれる情報の扱い方、
適切な利用の仕方を広めることが大事だと思う。

防犯等に適した安心して使える仕組み 利用端末の無料貸出し

使いやすさ
通信環境の安定

使いやすさ（だれでもワンボタンでできるなど...）

インターネット料金、通信料、端末の金銭的補助 スマートフォンを持ち、便利なアプリ等を普段日常から
少しづつ使用する

インターネットを使うことでクーポンや割引サービスが
あることを知ってもらえばいいと思う

年配の人は覚えるまで大変そうだし家族の誰かが使え
ればいいお思う
お金もかかるおしえてくれる人がいないと無理だと思う
インターネットにばかり頼るものよくない

SNS を利用したきっかけがそうでしたが、周りの人が利
用していて、話題も SNS をやっていないと分からない
ことがあり、不便を感じ、SNS の利用を始めた経緯があ
りました。会津若松市に住む人なら、必ずインストール
しているような会津若松市に特化したアプリ開発も有
効ではないかと思います。

ほぼ強制的にインターネット講座を受けさせるなどが
必要だと思う。
どうせ分からない、覚えられないという気持ちがあるの
で、積極的になるまでは時間をかけて教える必要があ
る。

回りにそのような人がいません ネット犯罪などへの対策を強化して安心して利用する
ことができるようにすることや、誰にでも簡単に操作で
きるようなプログラムを作り出すこと。

身近に必要な情報がインターネット上にあることが必
要ではないか

家族で参加できるようなサービス。

ネットに触れるキッカケづくり 友人や家族等、身近な人物からの照会があれば利用
したくなると思う。

複雑な操作を求めないもので、セキュリティが万全のも
の。

既存サービスにおける紙発行や窓口対応を手数料
（有料）化し、インターネット対応を無料とする

操作の方法を教え、簡単であることを伝える。

その人が便利だと思えば使ってくれるのではないか。 インターネットを使うために月々の通信料が高くなるの
を心配している方には図書館や公民館で一定の時間
使用できるようにしたり、家計の事情でスマホにするこ
とをためらっている年金受給者の方などに市から一部
月々補助が出たりしたらありがたいかもしれません。

簡単に利用できるよう、使い方の説明。でもあまり詳し
いとやりたくなくなるから適度な加減で。

病院等の予約がネットでできるようになれば、年配の
方も少しは楽になり、使用する機会が増える。

簡単にできるようなサービス 高齢者を対象にした講習会を出前で開く。（公民館と
か地区ごとなど）

そもそもに興味がないというのが理解できないので、
対策を考えるのも難しいです。

インターネットの用語が理解できないからや使い方が
わからなかったり、詐欺や犯罪のリスクに対応できない
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30歳代の方の回答

一種のばら撒きになってしまいますが、まずは半年間
など期限付きでもいいから無料で使えること。設定など
面倒なことは全部サービスでやってもらえること。
インターネットがなくても生活できる人にとってはイン
ターネット自体がオーバースペックなのだから、出だし
は無料じゃないと価値を感じない。そして、インター
ネットは便利という体験よりも『インターネットがないと不
便』という経験をさせるしかない。

カーシェアのようにシェア端末など用意してみたり、至
る所で触れ合う機会を設けるとか。ばら撒きに意味が
あるかわかりませんが。

と思うと使わない。

インターネットが難しいと思っているから、インターネッ
トを使える（自由に）場所や安心して（新設に教えてく
れる人）使えるようになれば良いかも

入口がパソコン、スマートフォンではなく、インターネッ
トと連携した機器（家電など）で便利な機能を体感させ
ることから。

そもそも端末がなければ、インターネットを使うこともな
いと思う。（情報弱者は健康弱者にもなりやすいと習い
ました。もちろん災害弱者にもなりうる。

私の母はパソコンは全く使えないけどスマホは使いこ
なしている。らくらくスマホみたいに操作が分かりやす
く画面や文字が大きいともう少しパソコンも使う気持ち
になるのかな？と思う。

スマートスピーカーのようなキーボードレスのサービス
（高齢者や初心者向け）

サービスを利用する方法を伝える。教える。身近にす
る。

操作が簡単で分かりやすいもの（タブレットとか）やセミ
ナーを開く

その他のコンテンツ（ＴＶや映画など）との連携、公的
機関からの呼びかけなど。

私の父はスマートフォンですが、インターネットを使っ
ていません。
インターネットの仕組みや使い方がわからないそうで
す。
まずはそのような方のために使い方講座が必要なの
ではないでしょうか。

年配の方でインターネットを使ってみたいが操作が複
雑で覚えられない。ネット用語やＰＣ関連の用語がカタ
カナ語（モデムみたいな）ばかりで理解できない。ネッ
ト詐欺が怖い等の声をよく聞きます。教えるにもこちら
も専門家ではないので限界があります。初歩的なこと
から分かりやすく教えてくれる無料のセミナー等があ
れば興味がある人ならネットを使うきっかけになるか
も？

インターネットを積極的に使わなくてはいけない理由
は何ですか？「どの分野において」など範囲を絞った
質問の仕方を。

インターネットのわかりやすい説明など（安全面など）

実際に利用させる機会を与える。 いまだに使っていない人は使える環境にないだけな
のでは？

市民全員にスマートフォンまたはタブレット端末を配布
する。または助成金・補助金。チャットアプリ（グループ
コミュニティ）をつくり市民のコミュニケーションする場を
作る。荒らし対策は必要

アナログでやっていた時と同じ感覚で操作や予約など
をできるように。
例１）電話ごしの対応でタクシー予約をする
例２）タッチパネルのフリーハンド入力をもっと手書き感
覚に近づける

実際に体験してもらう。手軽に出来る事を実感できるよ
うに

インターネットを使用するメリットを説明する。
利用することによって得られる得点をアピールする。

もっと簡単な方法での公共のＰＣ、ネットの利用ができ
る環境

操作を教える人の存在

インターネットを利用して、契約・更新等をすることで、
料金が安くなるといった利用することで得するサービス
が必要と考える。

海外旅行等

人それぞれだと思うので積極的にはすすめない。 使えると便利、お得だと思えるように伝えたり使い方、
覚え方が簡単だと教えてくれる人がいるとうれしいと思
う

ごく小さい規模での勉強会（回覧板を回す規模、せま
い地区）
買い物や予約もできる、という事から教える

便利さと利用方法を知ってもらう情報発信が必要
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30歳代の方の回答

本人の興味あるきのうや、情報があればきっかけにな
ると思う

現物を持ってみて、便利さやお得情報など生活にプラ
スになることを実感してもらう。
一方で、便利とわかっててもインターネットの料金の仕
組や犯罪など使うことでストレスもあるので丁寧に仕組
みを伝えるべきだと思う。

店の割引サービス 今の時点で積極的な利用が無い方はどのようなきっか
けがあっても難しいと思う。

研修会＝セミナーや無料で貸し出し等 ユーザビリティの向上 日常操作が身に付くまで教える
人が必要だと思う

インターネットの使い方が分からなかったり、インター
ネットの設備がなかったりするので、まず環境を整え、
ＴＶのようにボタン１つで操作できればいいと思う。

希望する方に、使い方がわかりやすいタブレットを貸
与して、体験していただく。

必要な情報、サービスの明確化やより簡単な操作や
分かりやすい説明。

趣味を入り口にして惹き付ける
ああ、こんなことまで分かるのか調べられるのかと感動
を感じてもらう

一度、インターネットを利用してもらって、便利さを実
感してもらうこと、使い方の講座など行う。
手続きの一部をネット利用のみなど、強制的に制限し
てしまう。

年代どとにわけて、特定の日にイベントなどを行い、イ
ンターネットを実際に利用してもらう機会をつくる。

一時的に端末を無料で貸し出し、使い方講座を開き、
サポートをしていく事。

生活の中で必要不可欠にならないと興味を持ったり使
おうとは思わない。いつも使う電化製品（固定）に付け
加えるなど…。

補助金や援助金が必要だと思う。 安全・操作が簡単・金銭で徳になる
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40歳代の方の回答

実際に体験させてみること 自分に必要な情報があれば利用する。

病院の予約がネットで出来たら積極的に使うようにな
る。

便利だと自覚することだと思います
操作方法が簡単だとよりやってみようと思うと思います

防災情報を得る為にはインターネットを使うと効果的に
情報を得ることができる…というようにする。

ネットになじみのないお年寄りの方には、身近な TV で
ネットを放送（動画）したり。文字入力など検索が難し
いと思うので。音声で今以上に画面をすすめれると、
便利になってよいと思います

楽に使える。 給付金がもらえるなら

まずは生活の必要上よりも趣味等の分野からその利
便性を伝えていくこと

イベントや店頭などで実際に使ってもらう

ライン、写真のやり取り、調べもの などが簡単にできて
とても便利なことを伝える。

金銭面であったり、年齢の高い方が利用できずに多く
いるような気がします。基本料金が安くなったり、安心
して使えるインターネットであれば、利用する方も増え
るかと思います。

端末を気軽に安く入手出来る方法や店があるといい
かな。

便利さよりも接続設定の難しさがめんどう。
今の生活で満足しているから。

無料 wifi スポットの普及やスマホの無料配布 双方向的な情報入手が連絡手段としての活用。
例えば音声のみの電話の代用としての視覚メディア
（文字、映像）を使った連絡手段として活用。

使い方や、便利さなど、長期的にサポートしてあげら
れたらいいのかと思います

必要性・利便性を感じてもらう取組。操作方法を教え
てくださる方が身近にいて（出張サービス）すぐできる
ような取組

仕事で使うようになって。 パソコン、スマートフォン等、料金の値下げ（通信料）
セキュリティの強化
無料の講習会の開催等

市内の施設割引クーポンなどをインターネットでの発
行

実際に一緒に使い方を教える（詳しく説明）
インターネットに来ただけでニュースにでも取り上げて
いるように、危険とか詐欺とか想像してしまうし、有料の
サイトもあるので、なかなか使用しない人がいると思い
ます。

支払い等の優遇 無料

市役所などで、タブレット端末で受付、住民票の申請
など触れる機会を作る。

インターネットに興味がない方はタブレットやスマホな
どを持っていないことが多いので、まずは持ってもらう
ことが必要だと思う。

情報を得るのに「知りたいと」と思う気持ちの大きさだと
思います。新聞やテレビでのニュースで良いか、新し
い出来事を直ぐに知りたいか。

年配の方は、インターネットやパソコン、スマホ等、使う
前から自分はできない、難しいという固定概念があるよ
うに思う。年配の方でも簡単に出来るようなものがあっ
たらなーと思う。もう私にはムリだと思わせないように出
来たらと思う。

税金など、ネットから支払いすると安くなる、得になるよ
うなもの。

興味がない人は操作が覚えられないのが原因なの
で、覚える機会（PC 教室、スマートフォン教室）を作れ
ばいいのでは？

シンプルな端末が必要だと思う。不必要なアプリや機
能をなくす。とにかく毎日使用する習慣をつける必要
があるため、身近なアプリ（天気、ニュース）から入り、
慣れてきたら入力したり検索したり段階を踏み進めるこ
とができればと思う。

スマホ、PC 教室などを開設して、まずは使い方を指導
する。

わからないことがすぐ聞ける環境 簡単であること

学校関係のお知らせなど ・プロバイダー等の契約見直し
・使い方の説明会
・ウィルス対策のサービス
・アップデートの自動更新サービス
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40歳代の方の回答

無償の端末を貸出し、使用する事のメリットを体感して
もらい、利用状況に応じたポイント制度(割引券や税制
優遇措置)を一定期間導入

無料提供

簡単なハード機器。ボタンが少なく、ワンタッチでネット
につなげるような、らくらくフォンのようなもの。そういっ
た物を無料配布。

付き添って操作を促す、人的寄添いサービスが必要と
思われる。

興味がない方をどうにかするのは難しいと思います
一方、学校や職場等では興味がない云々ではなく使
わざるを得ない状況かと感じています

使いたくない人、必要と思っていない人に無理に勧め
る必要はない。

テレビを見るようにインターネットが扱えること。 使い方のわからない事と、今さら聞けないという方だと
思います。知識のある方に聞くしかないです。

病院や薬局、市役所などで手続きする時に、親切に
教えてもらいながら打ち込み方を教えてもらうと、スマ
ホやタブレットなどに抵抗がなくなってくる人もおられる
かと思います。

インターネットサービスの申し込みや特典があるもの。
サービスも受けられるシステム。

機器の貸出 市で各家庭でインターネットができる環境を整える

トピックに書いてあることも分かるが、それ以上に悪い
面もあるので、人にすすめる気はない。興味がない人
はそれでいいと思う。人にすすめて悪いことがおきた
ら、誰が責任を取るの。やっぱりすすめた人でしょう。

利用がかんたん

わかりやすい（誰にでも）TV などと同じ様に操作が出
来る

信頼できる人（家族など）と一緒に利用する。
未知のものへの恐怖があるから危険性も含め、教えて
あげる

端末を提供する なかなか難しいことではあると思います。
強制する訳にもいかないため公　機関（バスや役所、
電車など）に貼るなども一つの目にする手段だと思う。

使えるようになるまで、面倒くさい、難しい？簡単に使
える、仕組みを作る。

初期設定がわかりにくく、何を使用してもお金がかかる
と思っているのでセキュリティをどうしていいのかわかり
やすく説明があればいいのかな

よほど興味がない限り無理だと思いますし、使いこな
せないような気がします。

もっと高度なヒューマンインターフェースデバイスが必
要
今の端末では形に縛られすぎている

簡素化（操作の） 使ってない人は素敵だと思うのでそのままでよいと思
います。

使い方講座　利用するにあたり料金がかからないよう
にする等

まずそのものにふれること。
少しでも使い方が分かれば楽しさが分かると思いま
す。
気軽に教えてもらえる所があれば尚良いと思います。

１度使ってみる様な機会を与えると考え方も変わると
思う

自分も最初は使ったことがなかった方でしたが、周りの
人から少しづつ教えてもらうようになり、ネットをつかえ
るようになった。
まずは触れることからだと思います。

もっと簡単に使えるサービス・システムが必要 パソコンはスマートフォン等の危機により手軽にショッ
ピング等が楽しめる等の身近なところからインターネッ
トの利便性を知ってもらう

パッと見で素人でも直感で分かるようにする事 高齢者・子供も考えると見やすく簡単なもの
間違ってもトラブルに巻き込まれないものであれな良
い

使ったことがない人に関しては必要としていないので、
使うようにするのは難しい

パソコンやスマホを持てるようにする。特に高齢者の
方。

簡単に使える。一度使ったら手放せなくなることを知っ
てもらう。

年配の人はお金がかかることをとにかく心配する。この
サービスのここまでは無料、とかの線引をわかりやすく
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40歳代の方の回答

すればよいと思う。

ハード面の整備
簡単な操作方法の構築

まずは PC などの扱いに慣れること。それ以外は正直
手紙等しか方法がない。

仕事 使い方の理解

現在はインターネット必須と言われているが、特に高
齢者はハイテクな機械（スマホ・ＰＣ・タブレットｅｔｃ）に
使いこなせるかどうか？個人的に必要と考えているか
どうか？

買い物等のお得な情報や割引クーポンの増加。

使い方をわかりやすく知ることができるサービスやイン
ターネットの便利さを知る機会があれば良いと思う。

人と連絡を取る為に使用する等のきっかけ

使用するメリット等を伝える場をつくる。 そういう方は無理に使う必要がない

まず、高齢ともなると”インターネット”という言葉自体が
そがいしてしまう要因となると思われる。”パソコン”や”
端末”を介さずに、例えば、スマートスピーカーのよう
に、手軽にインターネット環境を充実させると、イン
ターネットの利便性について、考え方が変わると思う。

友達とのメールのやり取り。分からなければすぐに教え
てくれる場所や電話対応。簡単なゲーム。

私自身もパソコン・ネットは全くとくいではない。
なんでもかんでもネット中心になってしまうとついてい
けない。
ネット時代ではありますが、ペーパーでのお知らせも
同じように欲しいところです。

選挙がネットでできる

メリットを知らせたら、興味がわくのではないかと思う。
デメリットのイメージしかないから使わないのだと思う。

年配の人が多いと思うので、体験教室や使い方の教
室などを開催されると良いのでは
高齢者向けの機器も増えていけばと思う

若い世代はインターネットなしの生活は考えられないと
思うが、高齢者には難しいと思う。近くの公民館などで
の講習会とか、高齢者だけの自宅には市からパソコン
を提供するとか．．．。

使いたいと思っている人ならば、インターネット講習会
に参加してもらう。全く興味がない人には強制しない。
インターネット格差なんて生じないと思います。新聞で
情報が入りますので。

使い方を丁寧にサポートできる状況があれば良いと思
う。

市で初心者のインターネット教室が定期的にあると使
うきっかけになると思います。

防犯対策の強化 周囲の働きかけ（情報を得ること、こんなにも得なこと
があるよ等）
話し方ややり方が大切だと思う。

通信量？（料）を下げること。ハードの価格を下げるこ
と。

公民館や公共施設において利用してもらう。興味が
あっても使えない人のために、パソコンの出前講座や
ドコモ等を利用して相手に伝えてみてはどうか。ただ
し、パソコンを覚えてそのものを独占する人がいるな
ら、１人１時間と決めて使ってもらう方法はどうだろう
か。

新聞、固定電話などの用意しなけれなならない事がな
い、面倒がない、高額でない、操作が簡単、料金が安
い等、満足のいく条件に多くなる事

－
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50歳代の方の回答

講習会の開催など パソコン講習会をもっと、市民に普及すれば宜しいの
では。（無料）

まず、格安なパソコンやタブレットを希望者に配布 サービスより新しい物を試す気持ちが必要

簡単に取り組めるとともに、それまでの方法より便利で
あることがはっきりわかることが重要。

定額制のタブレットの配布→高齢者へ・コミュニティー
ツールの 1 つとして遠くへ離れている子や孫との連絡
をとるなどすることからはじめる。

使いやすいハードとソフト。設定等めんどくさすぎる。
手間がかかりすぎる。などがクリアできれば。

スマホや端末が安価で提供されるとよい

全世帯にインターネットが出来る環境を作る、または、
出来るかどうかは別にして会津全域で Wifi が使えるよ
うにしてタブレットを配布する。
使い方を指導するのは、町内ごとで集会場に集まって
もらい行う

通信費用をなくす

行政等による端末機器の無料貸し出し。利用者のライ
フスタイルに応じたパソコン、インターネット教室の開
催（学校などの開放）。

端末の貸出を簡単に安くできるようにする

インターネットを使う、使わないは、人それぞれなの
で、「どのようなきっかけやサービスが必要か。」は???

便利さを実感してもらうためにインターネット回線から
パソコンの設置サービスしてもらうことから始まり、指導
してもらわないと必要ないと考えます

もっと直感的にやればいいのではないかと思います。 機材等（PC など）無料で設置できること。
使用料、通信費など経費が安いこと。

お試しタブレット端末等を無償で提供するか公共施設
にマイカードナンバーを登録すれば通信サービスを無
料で提供できる端末を設置し興味を持ってもらう

費用がかからず使えること。

災害情報 必然性にならなければ、使わない人は使わないと思
う。
お年寄りなどには、簡単な手順法などを何度も自治体
で指導していく必要があると思う。

通信費や機器のコスト・値段の安さ。
利便性の PR と、情報リテラシー教育。

パソコン教室を開く。

操作が簡単であること 難しい、機械購入が高いなどがあると思います。
高齢者は特に難しい、信用でないと思っています。
機械のレンタルから初めて購入するなども良いかも
…。

テレビのような汎用機でネット接続できる環境。 自身の身に事が起こってはじめて思うと思うので、例え
ば休日当番病院等、健康に関してであれば興味がわ
くのではないか。

簡単に使えること 無料。

家族に、インターネットに詳しい人がいれば安心して
使えるようになると思います。家族でなくても詳しく丁
寧に、気軽に教えてくれる場があるといいと思います。

パソコン、携帯の貸し出し（レンタル）があればよいの
では。

ある程度の格差が生じるのは仕方がない
不利益を感じるようになれば自然と使うようになるので
はないか？

誰かに教えてもらう

「今日は燃えるゴミの日です」と毎日 LINE か Twitter
で教えてほしい。配布されるカレンダーは一目で分か
りにくい

使い方を学べる tool が必要

まずは利用させてみれば便利さが実感すると思う インターネットの安全面

利便性を実感してもらうサポート体制が必要 Wi-Fi

無料でプライバシーが守られる所 もっとわかりやすい使い方にすれば利用しますが、セ
キュリティ的に難しいと思うので・・・
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50歳代の方の回答

インターネットしかサービスがないようにする。 ・安心の出来るインターネットを出来ることが必要です
・安くできるスマホやネット
・分かりやすい操作（テレビ、電話など）

とにかく簡単操作の公共的なインターネット環境整え
てほしい。市面での説明より入口は人からのわかりや
すい説明が欲しい。

インターネットの利便性の PR

もっとかんたんに安く使えるように 高齢の方が多いと思うので、自分で機器を準備してま
では難しいでしょうから、機器の貸出や、選択肢の中
から進んでいくようなソフトが必要ではないでしょうか。

家の義母も全然ふれていない。スマホも持っていない
ので。めんどくさいらしい。簡単な操作で項目を絞って
出来る装置でもあれば・・・。

欲しい情報をすぐに得られる便利さを経験することに
より、インターネットを使う事の入り口になると思いま
す。

簡単で安く利用できる事 端末が高額のため、必要な人が持つことが出来ない
のが残念。貸し出しシステムがあるといい。

インターネットを利用する機器を低価格にする。 通信販売（そこら辺に売っていない物が買える）
興味がわく気がする

行政が力を入れる テレビと情報端末の融合化

子供たちと同居している時はそれほどあせらなかった
けれど、家から出ると決まった時に、今のうちに聞いて
おかないと困ると思い、スマートフォンに変えました。

実家の両親などはパソコンはあるものの、インターネッ
ト回線がないので利用できません。誰でもパソコンが
使え、回線が自由に使えるようにならないと格差は広
がる一方だと思います。

夫へアイパッドの利用をすすめたら、音楽きいたり調
べものしたり楽しんでいる。

インターネットで自分に必要な情報が知れて便利と感
じたとき

手軽なところでスマホなどの簡単な使用方法などを
知ってもらうなどをきっかけにする（また使用料なども）

８０才をこえた父母がいるが、週に何日か教えてくださ
る講座とかがあればできるようになるのでは、と思うが
携帯電話も持っていないのでまずはそこからかと思っ
ている。

自分の周囲には、インターネットに興味がない、使った
ことがないという者がいないので、わからない

料金を無料にして子供、大人関係なく気軽に利用す
る。また、パソコンなど古い機種など使用しなくなった
機械を無料で配布する

セキュリティーの充実
安い利用料金、使い安さ

使っているところを見せる、まず家族からゆっくりと説
明してあげる

家族内の情報交換が安価でできることをアピールする
と良いかと思います。

無料講座

使用方法について、わかるまで解説してくれるサービ
ス

年配の方などは利用説明のの場があるといい
販売している場所（携帯会社や電気販売所は詳しくは
教えてくれない）

必要に迫られて使用しているのであって、使わなくて
済むのに無理に使わせるのは、行政側の都合だと思
う。手間を惜しむのは分かるがもともと無かったもの使
える人への伝達分だけでも便利になったと思ってはど
うか。
デジタルは電気が無ければダメ、情報弱者へどのよう
なサービスが出来るか考えてほしい。

手軽にできるように設定してあればいいと思う

簡単にネットが使えるようにすること（使い方を講習） ネットを使う上でパソコン、スマホが必要になるが、機
器の購入等負担があり、機器を持たせる事が大事だと
思う。特に高齢になるにつれ扶養負担もあり、意思が
あってもできないこともあるのではないかと思う。

（特に年寄り）もっと簡単に分かりやすくすれば良い。 操作方法が日本語でわかりやすく表示されるとか。

とても便利だとは思うのですが、メールだけでも目に負
担があり、それ以上携帯やスマホ、パソコンの画面を
見たくないのが現状。

教えてくれる無料で行う教室を行い、CM を流したりす
る。
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50歳代の方の回答

無料インターネット利用講習を各地域で行ったらいい
と思う。

安全性と情報の正確さ

安否確認のために、高齢者や障がい者が使いやすい
タブレット端末を普及させることにより、使用（利用者）
の輪が広がる。

インターネットの便利さや、パソコンなどの使い方な
ど、わかりやすく説明したりする場を作ること。
パソコンも安価で購入できたりする。

操作をもっと簡単にする。 パソコン等の無料提供

端末に支給。 気軽に参加できるイベントや講座

最初から難しいと思っている方が多いので、まず触れ
てみる。メリットとデメリットすべて教えてもらえる研修会
があればいいですね。

本人に無理のないよう丁寧に教える。

スマートフォンの料金をもっと安くする。 利用方法の周知

早く情報を知ることができる。 高齢者の方は覚えにくく、苦手だと思っているので、
身近な人が使い方や分からないことをすぐに教えてく
れる。

インターネットが気軽に安全に使える場所を提供す
る。そこでは人々に人気のありそうな健康・食べ物・お
店 etc の情報を簡単に表示できるようにしておく。

操作が簡単と、セキュリティの面で安全が具体的にわ
かれば。freeWi-Fi の充実

金銭的が一番だと思う。
安く利用できれば使用したい人はたくさんいる。

端末購入の補助
利用料金の無料化
インターネット教室の開催など

興味のあることがパソコンで便利になる事の実感。
わからないとき電話又は来て教えてくれるサービス。

定期的な広報

自分の趣味や興味のある事で必用になれば利用する
と思う。

操作が簡単である事。

料金のわかりやすさやスマホ教室（無料）ＷＰスーパー
等の掲示板に告知するなど。

簡単な機械であれば使ってみようと思うのではないか
と思います。あまりに複雑だとそれだけでそういう気が
起こらない。

実際に体験してもらう事が良いと思うが、アナログで十
分と言う人もいる。使う使わないは個人の自由であり強
要すべきものでもないと思う。ただ、使う人使わない人
との間に差別が生じてはいけないとも思う。

ネットの体験講習会を開く

複雑な操作を必要とせず、個人情報が安全に守られ
ることが一番だと思うが、各世帯にタブレット端末を配
布し、使用できる環境にしたらどうか？

使い方がわからない高齢者も多いと思われるため身
近で教われるような仕組みを作り、「とっても便利」と感
じてもらう事が大切ではないかと思われます
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60歳代以上の方の回答

通信料がまだ高いので、目的が決まっている人以外
は取り付きにくいと思います。

プロバイダー契約付の PC の貸し出し等

防災等自然災害の情報提供。
家族との安否確認。
音楽、映画などの無料配信。
飲食店、スーパーなどクーポンの配信。

先行きが不安で、どう対処していいのかわからない。

端末をもっと安くする。 講習する機会があればよい。

便利さを体験する機会の提供 パソコンやスマートフォンの高齢者向けの無料教室な
ど。

小さな規模の会合でも、操作方法を教えることをする。 ・インターネット使用の講習会
・市での貸し出し等

初期設定の拡大を図る ホテル、交通機関等又はもっと簡単に操作できるよう
になれば使用する。

インターネット使うまでの費用を捻出することが厳しい
特になし

機種の使いがわからないので（年取っているので）親
切、ていねいに時間によゆうを持って教えていただき
たいと思います。

私の回りの人はほとんど使っていると思いますが、教
室を開いたり、購入に補助を出すのは
どうでしょうか？

気軽に参加できる IT があれば良いと思う。
私自身使いこなせない IT が沢山あり、聞く事もできな
い。

機器に慣れていない方には寄り添う形で使う目的を明
確にしてあげてその使い方を導き、図式して復習でき
る環境を整えればある程度抵抗なく使用できるのでは
ないでしょうか。

どの子教施設においても常時講習を受けることができ
るようにする。個人レッスンの充実。

※インターネット機器の無料貸出（管理が難しいかも）

野菜果物栽培方法等を実例でもってＰＲ 無料で勉強する機会を作っていただければと思いま
す。それがきっかけで興味をつかむかもしれないと思
います。

インターネットの利便性を、町内会等で話し合いが必
要と思いますし、高齢者にはインターネットの講習が必
要と考えます。

使い方が簡単になれば年齢が増えてもできる。

インターネットの使い方を教える 便利さを感じること

インターネットを必要とする生活内容であるかどうか、
またハード的に操作の仕方が難しいと思い、利用まで
にいかないこと
誰にでも簡単に利用できる操作手順になるといいと
思っています。

個人の目的に合った便利さが理解できれば使うので
は！

自分も含めて利用した経験がない人はその様々な知
識や利便性がすぐに手に入ることを知らない。
またその利用するための学習等を壁が高いと思ってい
るので、手軽に体験できる機会があれば

やはり趣味を持つことをお勧めします。必要になりま
す。

実際に体験してもらう ネット使用料の価格の値下げによりみんなに気軽に手
が出せるようにする。

パソコン、スマートフォン等手軽に入り、操作できるよう
にする事。

そういう物を丁寧に教えて使えるようにできること
若い人と違い使いこなすのが大変です

金銭的理由。使い方が分からない。小さい字は見にく
い等。生活上の安全性、見守りなど、簡単で丁寧に説
明することが必要。

インターネットをもっと活用したいが、操作方法や英文
が多く内容が理解しにくいので、もっと解りやすくして
ほしい。

無料で教えてくれるサービスやサークルがあると良
い。家にも来てくれるサービスもあれば良いと思う。

必要になると使う。PC を常時使用した方でないと興味
がわかないので PC で常時テレビを見れて、ゲームが
できれば高齢者は PC に興味がわくのでは。

インターネットを使った方がより生活が便利となることが
わかる体験やインターネットを使いこなす講習が簡単

機器の使用方法を教える人が身近にいれば、助かる
と思います。
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60歳代以上の方の回答

にあればよいように思う。

スマートフォンの普及が一番手っ取り早い方法 持つにはお金がかかる

操作がもっと簡単で言葉の会話で用件が満たせたら
良いと思う。

通信料金の低額化

高齢者などが簡単に操作できる機器の開発！機器が
開発されても経済的な理由で購入できない方なども課
題。インターネットができる人とできない人で行政サー
ビスなどに格差が生じるのは問題であり、それを埋め
るのが行政の責任ではないか。

どうしてもネットでなければいけないとなれば、必要に
迫られて使用せざるを得ないでしょう。

最新のニュースを知るため。旅行・ドライブなどでの情
報の収集

使い方を教えてもらう事と、個人情報が盗まれてしまう
ような事があるので管理をしっかりする事

便利さを知ってもらう 最新の防災状況を提供して、安全・安心な日常生活
に利用できるようにする。

・情報もれ等が心配である。安全な利用の仕方を指導
してくれる方がいると安心である。使用料金も不安。

機器や通信費の価格では

パソコンやスマートフォンの機能を利用した事がない
方は、使い方が解らない又は、使わなくても不便を感
じない方々だと思います。又、高齢者に多い事は事実
でしょう。廻り（友人・親族）で使わなかったり、年寄りだ
から教えてもしょうがないと思っている人が多いせいも
あるかと思います。民生委員の方々の力を借りて、普
及させるのもひとつの手段であると思います。市側から
のアプローチを大切にして「教えてあげるから来て下さ
いの市政」から「一緒に学びましょうの市政」への変革
を！

インターネットを使ったことがない方に提案　限定６０才
以上を含む家族割が安くなり世帯の中に加入してくれ
る様、若い人にどんどん宣伝する。
一人住まいになったのをきっかけに呼びかける。

インターネットは、必要と思わないと使われないと思う。
使ってない人方が使うようになる方法は難しいと思う。

低所得の人にはパソコンを持つのは無理ですし、アナ
ログで生きたいと思っている人もいます。

まず、スマートフォンから使用してみる 年配になると操作の仕方がわからないので、身近に教
えてくれる人がいるとよい

情報漏洩対策が急務 もっと簡単に利用ができること

高齢者には無理だと思います。
市政だより等に、インターネットだけでなく、同じ内容を
掲載するか、各地区へ回覧すべきだと思います。

インターネットのすばらしさをメディアを利用してＰＲす
る

身近に感じられる情報を得るために、もしくは楽しさを
知ってもらうために、気軽な無料の講習会があればい
いと思います。

買い物（日常品）などのサービスが充実すればもっと
身近に感じられる

私たちの年代の人は使いこなすことが大変なので、格
差ができることはあると思います。

自分で必要性を感じることがなければ使おうとする気
にならないと思います

会津若松市全般（官民一体）のイベント及び健康関
連、衣・食・住の情報を一括ページで検索できるとか、
ここを見れば楽しめること（所）がある、行ってみたい、
と思わせるサービスが欲しい。

簡単な操作で自信をもってトラブルに巻き込まれない
という確実性

スマホ等もっていても、もっているだけで機能が使用で
きないでいる。

自分の健康に関することから病院にいかなくとも指導
を受けられるなど、不安を軽減できる様な利用

本人が知りたいことや、やりたいことを、親切丁寧に教
える人がいて、そこから興味を持ってもらうのがいいの
では。

スマートフォンやタブレット等の低価格化及び通信料
が安価になれば情報収集や購買方法等変化がおこり
私たちの生活は確実にスマートになると思う

これから先の時代にはぜったい欠かせないツールで
ある事を周知させ、まず体験すること、そのためには誰
でも気軽にできる場所作りが必要だと思う。ある町村で
は、光ケーブルを町民に普及させインターネット管理
を行っている。今後 2025 問題等高齢化に即した対応

言葉では聞いていても、利用方法等が理解できない
方がほとんどだと思うので、特に高齢者向けの教室を
開いたりするのが良いと思う
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60歳代以上の方の回答

が必要であると思う。

機械や今の言葉にうといので、どんなサービスがあっ
ても今のところ使うつもりは無い。

高齢者にとって、パソコンはなかなか難しくて、まして
やインターネットとなると、へんなふうに押して、詐欺に
あったり、個人情報が盗まれたりと、怖いものですが、
市から防災情報などは、わからないと困るので、何か
簡単な機器があるとよい。

・皆んなが皆んな、インターネットを使わなくても良いの
ではないでしょうか。
・文中トピックの中に「インターネットを使いこなす方は
より多くの情報や有益な知識、快適な生活を手にでき
る」とあるが、べつにインターネットを使ってなくても快
適な生活を送っている人はたくさん居る！と思いま
す。人は人、使ってない人のために書面などで今まで
通りやれば良い事だと思う。（インターネット・書面など
２通り３通りの発信）

専門の知識が必要なく簡易な操作ができ且つ、十分
な安全性に配慮されている事。

必要にせまられれば興味を持つと思う。 パソコンを使えるようになれるサービスが身近にあれば
インターネットに必ず興味を持つようになると考える。

使い方が難しくて嫌だと言う友人が多いので、使い方
を教えてくれる場所があると良いと思う（無料で詳しく
指導してくれる所）

通信機器類の無料体験コーナーなど、いろいろな場
面でネットの便利さを体験してもらう。

インターネットに慣れるまで、希望によってはマンツー
マンで対応（無料）

使ったことが無い、興味が無いのは高齢者が多いので
は…。高齢者向けの無料のセミナー等の開催。
「旅」「料理」等趣味のに関することのセミナー。

利用料金の支払いが大変なのでもっと安ければいい
かな

今までの情報提供で対応できなくなった時
文字が小さい、漢字が出てこないなどの老化現象

簡単な操作で使えることを知ってもらう機会を提供する 「衣食住たって礼節を知る」温故知身との室井市長の
言は正しい。デジタル社会で基本の木のできていない
民衆・若者は可能現実のバーチャル化に洗脳されて
いるにしかほかならない。知っているではなくできる人
格者でなければよい人生観が築けないのは事実で大
人の自覚・覚悟・責任のとれるバランスのとれた人格者
にはなりえず、うそをつく意志薄弱卑劣な行動規範の
ないルールモラル思考力、人の気持ちなどわかるは
ずもない教養のない人となり哲学・思想の身について
いない日ごろ得を積まない人は正解間に何も見えなく
なり人をだまし人を頼り親を頼り、あせして仕事のプロ
フェッショナル化してこそ人生に！社会に！しいては
人のために努力と忍耐を必要とする。端末ノート型パ
ソコン気を市が与えるか貸し出すかして市政ホーム
ページをお年寄りに見てもらうしかない。電話回線も！

スマホを持っているが自分もそうだが使いこなせない。
もっと安心して使えたら便利だと思う。

パソコン・スマホの使い方を説明できる場所があるとい
いと思う。無料で。

より簡単な操作、又、間違った場合のリスクが低い等
年齢により異なるとは思いますが年齢を重ねるごとに
覚えるのが困難なこともあります。繰り返し聞くことが出
来るシステムもあるとありがたいと思います

世の中の状況にマッチしたカナ文字の質問が必ずあ
るだろう。インターネット、スマートフォン等やっぱりだ
…天を仰ぐ。現役世代と同じレベルには到底無理だ
が、＝＝だからといってネット・メールにしり込みなどし
ていられない。今がそのきっかけなんだ、そう思ってい
る。即断行だ！

使い方がもっと簡単に出来るようになるといい 便利だしそうゆう時代になってることも承知しているが
年齢的なことと今は不便していないため

使い方を教えてくれる機会を多くする（安い費用） ・インターネットに触れる機会を持つ、作る
・高齢者になるほど触れる機会が少なくなるので、公
民館、集会所などでの体験会を増やす。

市内 WiFi があればよいと思う 使い方がわからないという人が多いようです。
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60歳代以上の方の回答

無料サービス・無料提供 身近に講習会や教えるところがあれば、利用する人は
多いと思います。（老人たちは）

ハード面でのフォロー 年をとった方にとっては面倒とか、分からないという方
もいるので、高齢者があつまるような場所で使い方を
無料で教えるサービスなどがあればいいと思います。
デイサービスなどで体験するとか。

私自身のことですが、そもそもインターネットとは何ぞ
や？です。
色々な用語、覚えるだけでも大変です。
使い方と言うか、スマホでもパソコンでも気軽に教えて
くれるところがあればいいなと思います。

インターネットのメリット以上にデメリットもあることを認
識し、それでも使用することが大切。さらに使用する機
器も高額で、それらの補償も考えなければならない。

携帯をスマホにかえるとインターネットを使うようにな
る。私自身がそうだったので、ガラケーは通話やメール
にとどまってしまう。

－

年齢未回答の方の回答

特になし インターネットの便利さを感じてもらうこと何らかの集会
等で

インターネットを利用しない人を無理に使用させなくて
もいいと思う。
ネットを利用しなくても不都合がない程度でよい。

人それぞれ。

タブレット等を一世帯に一台無料で貸与する。 簡単に素早くできる、誰でも手軽にできる

パソコンやタブレットの機材が手頃な値段で購入でき、
使い方が簡単になることだと思います。 －
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問３．２「市からこのような情報を分かりやすく提供してくれれば良いのに。」と思う情
報がありましたら、具体的にご記入ください。（55ページ～65ページ）

10 歳代の方の回答

今開発していたり、進めている計画についての進行具
合の情報
お金をどのように使っているかの費用の説明

補助金助成金の情報
小学校以上の子供に関した様々な情報

ニュースとかでよく取り上げられても、言葉の意味が分
からなくてあまり知る気になれないな、って感じです。

公共の道路及び側溝など、他諸々の修繕方法や問い
合わせなどのやり方への情報

子どもをきちんと育てられるような、子育て情報等。 税金のつかい方を隠さずくわしく。

子育て情報 行政政策についてもっとわかりやすく説明してほしい

最初、この地に引っ越してきた際、市役所や行政サー
ビスの開いている日時が分かりづらかったです。 －

55



20 歳代の方の回答

市役所の手続き等などをインターネットでできるとよい 各制度などの情報。例えば、簡単なものでも（年金と
か？）教えてもらうという事がないため自分で調べる必
要がある。そういったものをまとめて発信してくれると良
いと思う。

子育て、結婚、失業、休職、退職、病気、死亡などに
関する支援事業、助成金、給付金、一時金、手当等の
情報

古いデータが残っていることもあるので最新のグルメ
情報、病院情報、イベント情報があるとよい

防災情報を地図アプリで表示してほしい(町名で言わ
れてもピンとこない)

もし補助金が必要になった時のために、市のホーム
ページを見たことがありますが、分かりにくい。
もらえるのにもらえない人がたくさんいると思った。
市役所以外でも案内して、そういう人が少なくなってほ
しい。
例えば産婦人科。あと障害者年金を知らない人が多
い。

恥ずかしながら、社会人になるにあたって何が必要な
のか、よく分かっていない。新社会人向けに、必要な
手続き等の情報をわかりやすく提供して頂けたら、不
安が解消されると思う。既にそのようなサービスがあっ
たらすみません。

このようなサービスを受けられますみたいな…（全体的
な分野で）
今私の中でタイムリーな話題として、子宮がんのけんし
んが事前申込で 1,400 円で受けられる（偶数の年齢）
とか。
HP も見づらいし、そういうものがある事も知らなかっ
た。
どこを見て、そういう情報を知ればいい？という、そこ
から分からなかったです。

補助金 様々な手続きについては、わからないことが多いの
で、わかりやすい情報がほしい。とくに医療や介護の
情報、手続きについてなど、わかりやすく教えてもらい
たい。

補助金・助成金の情報
単身者向けの情報（市政だより等に載っている情報は
主にお年寄りや子育て世代のためのものに感じるの
で）

年代別や対象者別に助成の内容や必要な手続きが
わかりやすくまとまっていると良いと思います

医療・介護に関する情報、年金に関する情報 I・U ターン就職情報

お金に関する情報を若い人向けに情報を提供してほ
しい。

各種イベント

子育て情報 子育て情報、市内のイベント情報

市民が利用出来るサービスの提供（リアルタイム） お金関係(補助金やもらえるお金のこと)

地図上での情報共有。保育園の受け入れ情報が分か
るなど。
会津若松市のホームページをおしゃれにする。
ありきたりな HP はつまらないし、利用したくならない。

助成金、補助金について市内イベント

子育て情報 常に新しい情報、興味のある情報を集められる。
同党にコミュニケーションをとることもできるし、投稿者
に直接意見や反応を示すことができ、伝えられると思う
から

子育て、情勢金などの情報。特に子育て情報に関して
はまとまった情報のページが欲しい。案内の用紙を複
数枚頂いたが１枚にまとめてほしい。

・イベントやお祭り、それらに関する交通規制など
・年末年始、お盆期間中の当番医

補助金。子育てに関しての

56



30歳代の方の回答

例で書いてあるもの全てで誰が見てもわかる様な説明
(子供でもわかるように)

医療費軽減制度（70 歳未満＝限度額認定証・70 歳以
上＝減額認定証）の周知をもっと行ってほしい。

補助金、助成金の情報
子育て支援

補助金の情報。
その日行われるイベントのリアルタイム。
交通情報（リアルタイムの）。
災害時の情報（避難場所をピックアップする）。

ひとり親家庭が利用できるサービス 子育て情報、イベント

自分が受けられる減税などの税金に関する情報の一
覧

補助金のシミュレーション
世帯情報の入力で、利用できるものがわかる

感染症の発生状況
地域のイベント
飲食店・美容室等の店舗情報

手続きに関すること

補助金、助成金の情報、子育て情報、医療、介護に
関する情報、税金に関する情報、

税金などについて

・会津若松市の景気や物価の現状及び動向
・避難場所
・ハザードマップの情報
・AED の設置場所

健康診断の案内など対象者に分かりやすくしてほし
い。忙しいと忘れやすくなってしまうため。

補助金・助成金の情報、子育て情報 子育て情報

緊急連絡防災などの情報 助成金の情報

観光客の動線情報の見える化など 燃えるごみの処理費用や生ごみの水分を切ることで処
理時間の短縮になることなど。東京都のどこかの市で
ごみの情報を市民に提供していったか、家庭からの量
が減ったという本を見ました。

子育て情報 子育て情報

イベント情報や子育て、医療に関する情報 子育ての情報、手続きに関する情報

手続きに関する情報 市内のまちづくり・再開発事業等の予定や進捗状況

子育て情報はよく検索するが、市のホームページには
ほとんどなにも書いていないように感じる。例えばコミュ
ニティセンターの情報を調べようとすると、詳しくは各
施設に問い合わせて下さい（電話番号記載）…と書か
れているのを見ると不便だなと感じる。公園の情報も
少なく、どこで遊ばせるのが良いのかイチイチ行って
みないと分からない。口コミも少ない。

最近では幼稚園の手続きも良く分からず、フローなど
をキチンと明記して分かりやすくして欲しいと感じた。1
号認定は各園に問い合わせて下さいとしか書いてお
らず、市にも園にも問い合わせて、提出する書類はあ
りませんと言われたのに、結局入園後に重要な未提出
の書類があったので。。。なんて言われることもあっ
た。幼稚園だったから良かったものの取り返しが付か
ないことだと怖いと感じた。

毎年確定申告がいまいちよくわからなくて困ります。

補助金・助成金の情報 市民がもっと得する情報
市がもっと市民のために動いていることが分かるよう

「あいべあ」登録の主人が、真夜中にくださない情報は
やめてくれと言っています。火事情報が分かりにくいそ
うです。

子育て情報

防災、防犯（予防も含む） 町のイベント

連休時の受信できる医療機関の混雑状況 補助金、助成金の情報

母子手帳の交付の際や出生届時に案内や資料など 情報の内容ではなく、情報の提供の幅を広げてほしい
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30歳代の方の回答

を紙面でたくさんいただきますがまとめて分かりやすく
提供していただきたいです。

まさにこのアンケートに掲載している情報です。アン
ケートなのに情報を載せたら「分かりにくい提供」で
す。アンケートはあくまでもアンケート。一石二鳥はどう
なのかと・・・。

補助金や子育て情報

会津若松市が全国に注目をされていること。スマート
シティ（プロジェクト）などのイメージビデオ（会津若松
市の 2030 年の姿）市民に良い未来をイメージされるこ
とが大事。

市内のイベント情報

補助金・助成金の情報、子育て情報、各種手続き 子育て情報は常にアンテナをはっています
市内でイベントがあると楽しめます

子育ての情報が最新でない 補助金・助成金の情報

補助金、助成金の情報 病児保育の空き状況

補助金・助成金の情報
子育て情報

市民向けのレジャー情報や、近隣市町村のイベント情
報。

子育て関係の情報 緊急時防災情報

・子育て情報　例えば、イベント、手続き等
・医療について　例えば、病気とか、身近かなこと

出産を控えているので、それに関する助成金を詳しく
知りたい。

会津若松＋であるの知りませんでした。介護用品や
サービスをどこにいえば受けられるのかなど、詳しくし
れればいい。

子育て関係、学校の詳しい情報
障がい者の対象の施設の情報
ネットで簡単に検索できるようにしてほしい

イベント祭り等の周知。 私は医療、介護の仕事をしているのでわかりやすい、
なおかつ、高齢者でも情報を得やすいようになれれば
と思います。

住民税、国民年金などの支払い情報、引っ越しする際
の手続き一覧など

子育て情報

市のＨＰを利用したことがあるが、必要な情報を探しづ
らい。

子育てに関する情報をもっと多く知れるといい。小児
科など病院の口コミや、こんな公園ありますなど。
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40歳代の方の回答

医療に関する情報（病院に関する細かな情報をデー
タベース的に）

市政だよりの電子化。
現在はバックナンバーを PDF で発信しているが、ス
マートフォンでも見やすいように簡略化できないか。

助成金、補助金の情報 補助金、医療、介護

医療 イベント情報 教育、給付金、子育てなど、法律で新しく決まったこと
など情報を提供してほしい。市のホームページではわ
からないことが多い。県教育委員会のホームページを
見ることが多い。

あいべあで十分ですねー 年金、助成金、補助金、子育て情報、医療、介護、そ
の他手続きに関する情報

補助金まわり 医療

最近で言えば、飯寺、門田地区などの
防犯情報など、市からも注意喚起してもらいたい

助成金の情報

雪の除雪の情報。 補助金、助成金等

補助金 助成金・補助金の情報、子育て情報

医療介護に関する補助金の情報など。 補助金、助成金の情報

今のイチオシ。医療・介護・学校(子育て)・イベント何で
も。年齢により知りたい情報は違うと思います。

補助金・助成金の申請方法
市に電話をすると、たらい回しにされる

補助金・助成金に関する情報 介護に関する
・介護認定の申し込み方
・介護休暇、介護休業、介護休業給付

子育て情報。スポ小や、子供が参加できる催しなどの
情報、子ども会についてなど。

助成金の情報

地域情報化推進計画 補助金、手続き関係

イベント、お得情報 携帯画面をみないと情報が入手できないのは見れな
いときには困る。役所からの書類は基本難しい文章で
書かれているため内容把握するのも困難なときもある

イベント情報。介護に関する情報。
犬猫の里親募集。

介護に関する情報がわからない
どのように手続きしていいのか、わかりやすく詳しく

１０年後、２０年後の財政状態が悪い場合にどうなるか
という想定が知りたい

消費税１０％の説明

健康診断の受け方、手続き （助成金）どこの会社が何をして助成金をもらっている
か知りたい。本当に必要なの？と思っています。
（不審者やちかん情報）

手続きに関する情報（手続きに必要な物） 介護に関する情報

補助金等 市の機能が部さんしていて、どこに行けば良いかわか
りづらい。
１枚のポスター等にまとめて配布してもいいと思う。

書類を郵送していただくのは助かりますが、年寄りにも
分かりやすい手続きが欲しいです。

医療・介護に関する情報

補助金・医療・介護に関する情報　問い合わせないと
知らない事が多すぎる

個別でお得なサービスなものがあればお知らせがくる
ような仕組み
補助金・子育て・医療など

医療に関する情報 医療・介護

税金免除の情報ややり方 補助金・助成金の情報

各種手続きに関する情報 補助金・助成金の情報、子育て情報、医療・介護に関
する情報、手続きに関する情報すべて

補助金、子育て情報 補助金の申請方法や休日などの当番医
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40歳代の方の回答

高齢者向けのスマホ・タブレット・ＰＣ教室ｅｔｃ。
高齢者向けの行方不明によるＧＰＳを活用した位置情
報ｅｔｃ
車の免許返納で外出助成金ｅｔｃ

補助金や助成金等、市民にとって有益な情報。

色々な手続きについて 生活情報全般（それぞれが別々のサービスでなく、一
つのサービスに統合する）

今夏も、猛暑の影響で熱中症情報を頂いていたが、
会津若松には、他市町村と比較すると、屋内で子供が
あそべるスペースが無い事から、県内で避暑するため
の情報があれば良いと思った。

イベント情報

助成金の情報、医療に関する情報を詳しく知りたいで
す。
他にも知らないことが山ほどあり、例えば介護施設を
利用する条件など、資産が関係ある。とか。

子育て情報。

市からの情報を１００％周知してるわけではないので
…。あっても情報として受けていないものもあると思う。
会津若松プラスのマッシュくんやあいべあしか使って
ません。マッシュくんみたいにかんたんに使えるものが
あるのか…。それからかもしれません。

イベント情報

・補助金、助成金の情報
・子育て情報
・新しい建物の情報（例えば県立病院跡地の情報な
ど）

自分に関する手続きや助成金の情報などをメールや
ネット検索できると便利です

医療費関係の助成金等について 子育て情報（親子クッキング、イベント情報）

助成金、子育て情報 あいづっこ＋やマッシュくん（AI）情報は定期的に広報
誌に載せないと見逃している方が多いです。QR コー
ドで登録方法

補助金、助成金の情報 お金（年金、助成金等）の情報が欲しい。

多種類のサークル活動などの案内
全病院の診察時間、休日当番時間

サークル活動や困りごと相談について、どこがよいかと
いうよろず窓口があったら。

色々な助成金についての情報 金に関するものすべて

給付金、補助金、助成金の情報 子供と行けるカフェ、レストラン情報
市の活動内容

各種補助金、助成金などの情報 医療・介護についての情報

あいべあの使い方が不便。
登録したけれどほとんど使っていない。
子どもの学校情報、川の増水等、災害面に関して少な
い手数でみられるようにしてほしい。

60



50歳代の方の回答

補助金など 例に挙げてある項目は全て必要だと思う。

介護状況  介護に対する手続きや現状状況 身体障害者に対する情報や補助がもっと一般的に普
及する様になればよいなと思います

市が生活上のどんな項目を守備範囲としているのかと
いう内容

補助金助成金（高齢者と幼児）

家庭の実情に合わせた情報　子育て世代には濃さ建
て情報、介護の世帯には介護情報

各種手続き用の申請用紙を電子化したものを提供す
る。生活に必要なもの。（特に区長さんなど地区で提
供するもの）

今現在はとくになし。必要な時に検索をする。そのとき
に、すぐ見つけられるよう情報提供をお願いしたい。

市民が参加出来る企画をもっとわかりやすく公開して
ほしい

医療・介護に関する情報、手続きに関する情報 医療：県内で科によってお勧めの情報
介護：手続きに関して、施設情報利用方法など

助成金 補助金、助成金の情報
医療、介護に関する情報
各種手続きに関する情報

医療機関の稼働状況、いまやっているのか等。申し訳 市の広報番組を毎週流す。
年配者もテレビからだと得られる情報も多い。

医療費助成金
休日当番医
お祭りイベント
公共施設の利用手段、利用可能項目
求人

ボランティア活動の呼びかけ。
募金活動の呼びかけ。

明日のゴミの収集予定をスマートフォンにプッシュ通知
してほしい（連休など忘れることが多いので）

補助金、助成金、介護に関する手続きや情報がわかり
ずらい

広報にクイズ・プレゼントを載せて応募はネットのみに
することかな。

医療、介護に関する事
税金などの手続きなど

市営の施設情報 補助金・助成金

ハローワークの無料の資格取得の情報 手続きに関する情報など

健康診断の結果が見れる 一日のニュースをわかるように市民に情報を願う

介護に関する情報、手続き、助成金情報 健康に対してのアドバイス

助成金の情報 手続きに関しての情報

例の通り 昔から、市民のお金はきっちりおさめなくてはいけない
けど、補助金や助成金など出る方は、ルーズです。
この間は「勉強不足ですね～！！」と言われ「市の情
報を見て下さいね」と言われました。本当に失礼です。

医療、介護に関する情報　補助金・助成金の情報 年金の支給状況
手続きに関する情報

介護等の支援の情報、補助金・助成金の情報（手続き
を含む）

手続きに関する情報
人生の節目に役所での手続きがかなりあると思いま
す。市政だよりで月毎に違う情報を載せて欲しいと思
います。人の生・死・退職等・・・

書面の簡略化　要点だけわかりやすい文面で！ 各申請をシステム化して欲しい。毎年同じ手続きをし
ていて効率的でなく、もっと便利にして欲しい。

医療・介護の情報 イベント情報

医療、介護に関する制度と、手続きに関する情報は、
あらかじめ調べてから行動できるので便利ではない
か。

助成金

医療に関する情報 介護について、数年後利用することになったら、どん
な手順でサービスが受けられるのか知りたい、金額も。
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50歳代の方の回答

気象、自然災害対策
格差是正へのとり組み、具体的実績

介護保険の申請の仕方

医療・介護等の手続き、イベント情報 現在両親はなんとか暮らしているが介護に関する情報
が身近にあればよいと思うし、話しだけでもきけるシス
テムがあればよいと思う。

子育て情報、医療・介護に関する情報
手続きに関する情報、補助金・助成金の情報

補助金、助成金、医療の情報をわかりやすく提供

市民交流のためのイベント情報など 近隣の市町村情報、イベント情報など

手続きに関する情報 すみません今のところありません

生活困りごと相談 得になる情報

市の催し物など。 手続きに関すること（時期に合わせたもの）

他所から会津へ住民票を持っていきたいという人がよ
くいますが、仕事やらの情報や、利点等があったらうれ
しい。

補助金・医療に関する情報

情報は生活や災害について必要だが、理解している
人が提供するものは、全く分からない人にとって意味
がなく、受け取りにくいものであるため、簡単簡潔に提
供できれば良い。

手続きの仕方

医療、介護に関する情報 助成金・医療・介護・手続きの簡素化

補助金等の情報 各種サークルや講習会の案内や募集
ボランティアの募集
困りごとの相談

毎日生活する中での重要な情報 イベントなどの早期告知と内容の詳細

医療、介護に関する情報。 医療。医師の紹介、得意分野など。

補助金、助成金の情報 市県民税について一度調べたことがあってとっても難
しかったので、もっと簡単にわかればいいのにと思っ
たことがあります。

新しい市役所建設の進展状況 補助金助成金の情報

医療 介護の手続き

医療に関する情報。 医療に関する情報

転居して５年ほどなので、市の情報自体なじみがなく、
先日もっと自分の住んでいる所を知りたいとボランティ
アに参加したところです。

市で行っているサービスの一覧（いろいろな助成制度
の内容）など
例えば動物に関することなど

介護に関する情報。 市で新規で取り組みを市民向けの研修・支援策など
もっと手軽に入手できるシステムも作ってほしい
医療・介護は特に必要

災害、熊やイノシシ等の出没情報。 ・補助金、助成金の具体的な内容と担当課について
・各種手続きの事と担当課について
・イヴェント情報の詳しい内容について

年齢によって知りたい情報はまちまちだと思う。情報提
供してほしい時に「担当者がいない」という事がまいよ
うにしてもらいたい。

補助金助成金　→　高齢者の方が増えているため
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60歳代以上の方の回答

市内を含むイベント情報など。 手続きに関すること

住民税等の額を納付書が届いて知るのではなく、前
もってネットで見れる。

市の各種の福祉、子育て等の行政サービス

イベント情報をスポーツ、歴史、芸術など分野別に紹
介するサイト

イベント情報、公民館等のイベント情報

1 福祉サービスのネット対応サイト 2 医療支援のネット
対応サイト 3 行政手続きのネット対応サイト

少子化が進む中、子育て情報は確かに必要だと考え
ます。高齢化も同じことです。虐待の情報などもあげら
れるようになるとよいかもしれません。地域で子育てと
介護をしていかないといけない。

医療介護サービス・ 今以上に市長への手紙をボトムアップ式に活用できる
ようにする。（県・市民税　なぜ若松は他市に比べて高
いのか？）

医療や 介護に関する情報 市の情報で質問したい事を電子メール等で質問、返
答してもらえる事って、行っていますか。

上記例に挙げられているもの全てと通行止めを伴う道
路工事(計画:いつからいつまで)、日々の除雪計画や
状況など

熊、猪のわなの情報

市というよりも、ユーチューバによる（有料のほうがいい
人がいる）活用による外国人向け観光情報の発信
海外観光客向け観光案内の充実　会津若松は、歴史
から脱却した観光案内

補助金、介護に関する情報

市政だよりの利用方法を、もっと分かりやすくした方が
良いと思います。個人的にあまり市政だよりを見たこと
がない。

医療、介護に関する情報

医療でこのときはこの科ですよと言うようなことが詳しく
わかるように一覧にしてほしい。

手続きに関する情報（今年、年金を納めるようになった
孫がいるが、免除届を出した場合と年金を納めた場合
の年金額の差は？とか、細かい部分が手紙だけでは
理解がなかなか出来ない。）

行政的に諸手続きの情報など 相続手続き関係の情報

手続きに関する情報 リアルタイムな防災情報

ＩＣＴ施策の内容分からないので答えられません 福祉の施設利用

補助金、助成金情報、医療の情報 手続きに関する情報
　年金に関する手続等、実際その年金に達した夫に
ついていった時、手続きが済むまで二度手間三度手
間になり時間がかかった

医療、介護に関する情報、施設等 補助金・助成金の情報

補助金・助成金・介護の情報 医療に関する情報

子育て情報、イベント情報 年金支給、医療、介護

補助金、介護に関する情報 現在母の介護をしていて、医療・介護に関する情報が
必要と感じる

税金の使われ方、市役所の建て替えについて 医療手続きに必要な情報

補助金について 年金の仕組みと手続き方法
介護者家族にわかりやすい施設料金内容の具体的資
料

補助金・助成金の情報 まちなか情報（うまいものガイドブック、各種案内図な
ど）の提供工事中、通行規制などわかる範囲で図示
（市、県、国ほか）

各窓口の取扱い内容をもっと具体的にわかれば良い 土日・休日の担当病院

医療・介護に関する情報 空き家、古民家、田、畑、の貸している所などの不動
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60歳代以上の方の回答

産情報

医療・介護の情報 医療・介護に関する情報
手続きに関する情報

手続きに関する情報 医療、介護に関するもの
道路状況（工事中・除雪中など）

補助金・助成金報告、手続方
イベント情報

市役所職員の仕事の内容「

非常災害時の市と市民の対応方法など、閲覧しやす
くしていただければ最良です。
「会津ラーメンマップ」や「カツ丼マップ」「うまい酒マッ
プ」等々（特定の業者の選定では問題はあるが）市民
や観光客が楽しめる情報（インターネット）は提供して
も良いと思うので検討を
楽しく過ごせる会津若松市であるよう市役所の皆様も
がんばってください。

市民生活・活動の基礎単位と思われる「町内活動
・抱える課題・話題」をもっと情報収集して広く
公開・露出して欲しい。

医療・介護に関する情報など 医療・介護に関する情報

介護等の情報 市内の各公民館で行っている各種イベント（公民館活
動）情報のリアルタイムでの提供

イベント（地域密着）情報 市政だよりに掲載していない情報があれば、随時提供
してほしい。

補助金・助成金の情報
医療・介護に関する情報、手続きに関する情報

１．親と子供と学校との関係ではおかしな人物がこん
な被害をもたらした。注意情報
２．市政担当業務で何を扱い何を解決したという前例
実例集の検索サイト。どこにいくしじする情報

市政だよりは、町内会への入会との関係もあり、全市
民に配布されているわけではないので、同じものが市
のホームページ等にあるのでしょうか？と思っていま
す。

来年度４月職員採用　大卒がないようですが今後も予
定にないのでしょうか（市政だより８月１日号）

助成金等手続きに関すること。 緊急な時の情報をスマホ、携帯で流す

手続きに関する情報等。 障害ノー介護が人生最後の目標だが、介護情報は細
大漏らさず正確に伝えることが大事だ。老人ホーム入
りが順番を迎えて決まった。だが今度は出るにだられ
ないのだ。老人ホームはある部分、宗教団体とよく似
ている

市政だより等で周知していますが、特に医療や介護等
に関する詳しい情報がほしい。

医療、介護に関する情報

税金に関してと年金に関して、わかりづらい。 医療介護情報

交通事故等による相談等が出来るネットがあれば良い
と考えます。現在は県の相談窓口のみなので、少し不
便な部分がある。

健康年齢を伸ばすために、活動できる場所、サークル
または運動マシンなどを利用できる情報があると良い

手続きに関する情報 介護保険の利用等はやはり特集の様に市政だよりん
￥でわかりやすく説明してくださればと思います。（身
障者手帳の交付など）

手続きに関する情報。市・県・国の横のつながりを持っ
てほしい。

情報の共有化の為の手段を単一化せず、複数化する
ことが大切と思う。パソコン、メール、インターネット時
代だからこそ、機械的にならず、人の手による手段を
構築するのが知らせる側の責務と考える。

補助金・助成金の情報。 イベント、講演会、講習会などの情報

補助金、助成金等の情報 町内を投資手市からの情報を書面だけでなく、説明に
来てくれたらうれしい！！
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60歳代以上の方の回答

例えば１．プレミアの券いついて２．消費税について　
など

医療介護について 死亡などによる相続で必要な手続きに関すること。（市
役所関係だけでなくそれ以外のことも含めて）

子育てやイベント等子供を連れて入れるお店や、おむ
つを替えるスペースがあるか

５時までのため、忙しい時必要な手続きがどのくらいの
所要時間の目安が知りたい。

手続きに関する情報 若い人が少なく、流出しています。
職業や就職のことを市でも情報を流してくだしさい。観
光客増員だけでは未来はありません。

市議会議員の活動内容
市長の、今後なにをしたいのか詳細

高齢者の安全に関連する情報（医療、介護、健康、防
犯、防災など）

リフォーム会社の情報、総合病院の情報など。（もう提
供されているのかもしれませんが）

医療、介護に関する情報

介護手続きに関する情報 介護に関する入居待ちの施設などを公的施設、民間
施設などの料金まで一覧を作ってほしい。

税金、年金の手続き。 公民館等（基幹集落センターなど）の貸館状況が見ら
れるようになればいいな。

介護の件 十分すぎる情報が市政だより等で行き届いている。あ
まりの多さにすべての情報を知るのは困難。対象者の
みに必要な情報を伝えてほしいというのは市民のわが
ままな要求でしょうか？

市政だよりで充分。 人口増加対策

各総合病院の得意つる診療科目 現在、パソコンはありますがネット環境がないので市か
ら配信されているものは市政だよりを見る事だけです
が、今後、行政情報を活用したり興味をもっていきた
いです。

法律に関する相談を月２回あればよいと思う時があり
ます（日程が合わないので）

医療介護についての情報

年齢未回答の方の回答

受けることができる補助金や助成金のサービスについ
ては、しっかり告知してほしい。
特定の人しか利用できていない。

補助金助成金の情報・医療

例にあるものすべて。 議会の情報。

生活に必要な情報、病気に対する補助手続き等。 例の項目や役所の手続きすべてネットでできるように
セキュリティ面も信用できて安全な手続きが簡単に素
早くできるようにしてほしい

市政だよりに有益な情報等は目立つように表示する －
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問４．３　「会津若松＋」では、乳幼児健診結果や予防接種の情報が手軽に確認できる
「母子健康情報サービス」や、除雪車の位置がほぼリアルタイムに分かる「除雪車運行シ
ステム」などを提供しています。他にどのようなサービスがあれば、「会津若松＋」がよ
り魅力的になり、利用したいと感じるサービスになると思いますか。（66 ページ～76
ページ）

10 歳代の方の回答

交通規制について 小児科などの休診、休日当番医などの情報サービス

道路の現在の状況
混み具合や、工事の予定など

会津若松＋の情報をテレビで受信して簡単に情報を
確認できるようにする

工事中の道路が分かる バスの運行状況。
レンタサイクル、バス停などの一覧マップ等？

工事中の道路が分かるっいう例が 1 番利用したいで
す！

バスの位置がほぼリアルタイムで分かる「バス運行シス
テム」

工事中の道路がわかる。
建設中の建物がわかる。
建設予定の建物がわかる。

会津若松市内のお店屋さん情報
若者が集える場所がほしいです。会津若松市は
なさすぎです

道路の通行状況を知ることが出来る。 市内の駐車場の空き状況がみれる

郵便物が電子的に受け取れる お店の回転閉店情報
（営業時間や新しくできる店、なくなる店について）
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20 歳代の方の回答

健診、予防接種の時期にメールで知らせたり
確認メールが送信されると便利

まず、認知度が低いと思う。

その日の交通状況や天気等、後は市内のおすすめの
お店などを見れたりしたら便利かと思います。

1 日保育してくれるところ子育てでリフレッシュすること
ろ

3-2 で書き込んだ内容の情報配信 新しくオープンするお店など（広い年代に利用してもら
うため）。

「郵便物が電子的に受け取れる」に関連して、家族が
自分に届いた郵便物を見られるシステムかあるといい
と思った。下宿先(富山)に届いた郵便物を、何らかの
理由ですぐに見られないとき、家族に代わりに開封し
てもらい見てもらえたら安心である。就活の時はよくそ
れを感じた。

まずは認知度をあげてください。

工事中の道路が分かる。 若い人への情報、お母さんへの情報、高齢者への情
報など、分けてあると見やすいし見たいと思うのではな
いか

イベント(お祭り、マラソン大会)で道路が封鎖される道
を分かりやすく地図で見れるようにしてほしい。抜け道
など。

・例にある工事中の道路が分かるのは便利。
・観光客に接する仕事をしていたときは、バスルートの
移動などの情報を知らない方が多かった。

道路の破損や動物の死骸が道路にあった際、投稿で
きるシステム

スーパーなどの日用品や食品を購入するにあたり、特
売日などの情報があるとよいと思います

現状の会津について。
医療に関する情報など

不審者情報

若者の利用が活発になるサイトにする イベント情報

一定層でなく市民全体が利用出来るサービスの提供 イベントの情報

＋（プラス）が病院をイメージする人もいると思うので、
病院の休日当番など表示させてみてはどうでしょうか。

工事中の道路がわかるのはいいなーと思います。あと
はよくお祭りなどで通行止めになることが多いので、そ
れもわかるといいのでは。

イベント情報の掲載など イベント情報

工事中の道路や交通規制情報などは助かるかもしれ
ません。また、市役所窓口の混雑状況などがリアルタ
イムで分かると嬉しいです。

なんでも電子化の時代でペーパーレスできるものはし
てほしい。

お祭り情報 －
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30歳代の方の回答

工事情報
病院の休診日や診察時間など一括で見れる

イベント情報
子供たちが自由で使用できる場所提供情報

病院の待ち時間 会津若松市の市政情報イベント情報を詳しく知らせる

どんな内容なのかも知らない、使い方自体もよくわ
かっていなかった。個人の ID などで管理し、自分に必
要な生活に関する手続きや受けられる補助金などの
情報が通知されるとありがたい。

市役所がこんでいるか確認できるサービス

幼稚園・保育園・こども園の情報の充実 リアルタイムの災害情報
リアルタイムの犯罪情報

市政だよりの内容が網羅されているとよく、登録者は
ペーパーレスの恩恵として市民税を数パーセント優遇
しては。

お祭りなどで歩行者天国になっている道路など、交通
情報を教えてほしい。工事中で通れないなど。
市内の一方通行が多いため、迂回するにも大変だっ
たりする。

・郵便物が電子的に受け取れる（本人の承諾を得た人
又は世帯であれば電子的にもらえるようにしていいと
思う。問題はスピーディーに情報を得れていない現状
がある。）
・工事中の道路（会津はイベント（祭り、花火、パレー
ド）が多く、通行止めがたくさんある。生活に影響が出
ている）
・AED の設置場所

市内のイベント情報（祭り等）を発信してほしい

火事や交通事故の情報が見るのではなく連絡がきて
道路の混雑情報がくる

いろいろなボランティア活動の情報が月別や土日だけ
などで見れたか、ホームぺ時を利用したいです。

交通手段の予約連携（タクシーやオンデマンドバス
等）

健康診断の結果が見れるのはいいと思います。

路面凍結情報、消雪パイプ稼働状況 工事中や事故の多い道路や場所が分かるとよい

公園の情報。例えば、キレイなのか・トイレはあるのか・
遊具はどんなものか・写真と併せて情報があると良い。
コミュニティセンターの情報もほしい。何曜日の何時か
らどんなことをやっているのか、イベントはあるのか。
病院の情報もあると嬉しい。小児科の情報は少ない。
ホームページがある病院も少ない。行って確かめるし
かなく、本当に不便。
しかし、これらはわざわざ会津若松＋とか新しいサー
ビスでなくても良い。

会津若松＋をたった今検索してみたが、どんな情報が
乗っているのかわからないのにいきなりログインを迫ら
れるという時点で面倒だなと思ってしまいました（ごめ
んなさい）。スクロールして下の方に何やら情報があり
そうなので、また改めて見てみます。

市役所窓口や駐車場の混雑状況（リアルタイム）

お祭り（イベント）が見れるサービス 今までの健康診断の結果が見れたら便利だと思う

知らない人が多いので、宣伝したほうがいいのかとそ
れから、どのようなサービスがあるといいかというアン
ケートを取った方がいいと思う。

健康診断の結果が見れる。

防災情報 サービスよりも操作性向上とシステムを安定して運営
できるバックグラウンドの整備に重点を置いたほうがよ
り利用しやすさを実感できると思う

流行している病気（インフルエンザやおたふくかぜな
ど）の情報

工事中の道路がわかる

十日市や会津まつりなどの時に駐車場の案内や満車
の案内などリアルタイムで分かるシステムが欲しいで

火災情報など
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30歳代の方の回答

す。駐車が出来ず行くのを諦めたときがあるのであっ
たら便利！

工事中の道路が分かれば、嬉しい。 郵便物の電子的に受け取れるは必要だと思う

ボランティアや求人情報、新しいお店の情報、ハロー
ワークのサイトは見にくい。
オープンした店など←→新聞社の情報と連携する。

税金の金額、支払い状況が見れる

郵便物がメールで送られてくる。 市民向けのレジャー情報や、近隣市町村のイベント情
報。

ゴミ収集車運行システム 市のイベントがカレンダー上でわかる

ごみ出し情報
休日当番の病院

緊急時防災情報

天気。
インターネットで天気の情報を収集していますが、会
津若松市は広範囲ではずれることも多いから。

選挙の投票内容について知りたい。
何歳～何歳までの年代それぞれの投票率、
投票所それぞれの投票率。

市議会議員の活動実績について知りたい。
何をしているのか不透明な部分が多いから興味を持
てないし、議員の特色も分かりづらい。
従って投票率は上がらないし意思のない組織票に
よって、本当に市政を良くしてくれるの？という疑問の
人が当選してしまう。

これから工事をする予定の場所（○○年○月～など）
会津でできる、ならい事や教室の情報
お祭り地域の小さいものの情報

アプリを作る

バスの運行情報、今どこを走っているかなど分かると
便利です。

以前、LINE で粗大ごみになるかどうかすずくチャット
で情報を得ることができたのでよかった。ほかにどのよ
うなことがいいか思いつきません。

工事中の道路が分かる。
イベントのリアルタイム。
市内の子ども年齢別で遊べる所など。

・イベントの検索（祭りなど）
・笑い引きクーポンなどの発信・配信サービス

・アプリをインストールしたが、うまく活用できていない。
使いこなしが分からない。
・市内の感染症情報提供

渋滞情報、夜間休日病院情報

不審者情報
住んでいる地域の小・中学校の情報など

病院の情報や、子供の遊び場の提供情報

広報誌「あいづわかまつ」が見れる －
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40歳代の方の回答

健康診断の該当者にはメールなどのサービスで届け
てもらえると目に留まりやすい。しかし、メールアドレス
の登録の必要があるので、会津若松市の SNS をもっと
広げていけば良いと思う。

渋滞情報、災害情報

市県民税などの税金を何回分まで納めたかなど 工事中の道路がわかる

市役所の順番予約または、各種手続き自体ネットから
出来るといい

イベントの情報

除雪 健康診断結果は良いと思う

健康診断の結果が見れる お祭りやイベントの情報

交通情報など ・接待に使用できる郷土料理屋の検索
・市へチャットで質問できたらいい

工事中や会津でのイベント時の混雑、駐車場情報な
ど。

市役所駐車場の利用状況

会津若松＋の認知度が低いと思う。どのような情報を
提供しているのか分かりにくい。会津若松市のホーム
ページとの違いも分かりにくいので詳しい内容の周知
が必要だと思う。

災害、防災、情報

工事中の道路がわかる イベントの情報

地域イベントの開催情報、市政だよりの電子配信 会津若松市のイベント情報
休日病院の診療情報

バスの運行状況。 交通情報（通行止めなど）、災害

あいづっこプラスをもっとリアルタイムにプリンとの共有
や、お金の納付等で使えるようにしてほしい

まず、このサービスを知っている人が、ほとんどいない
と思います。より魅力的になるより、いかに多くの人に
知ってもらうかの方が先だと思います。それかだと思い
ます。

公民館（コミセン）などの予約 除雪運行システムは利用したい

工事中の道路と渋滞状況 休日・当番医の情報
イベント情報
検診情報

マイナンバーの利用で税金及び受取支払いが出来る
ようになると良い

郵便物が電子的に受け取れる

住民票や所得証明等が電子的に受け取れるサービス 現状に満足

現在のこのようなアンケートを郵送するのではなく、電
子メールで送ったらよいと思います。

それ以前に市民課の対応が悪くて行きたくないから電
子手続きとかにして欲しい

会津の求人等 工事中の場所をマップでわかりやすく表示する。

・クマ、イノシシ出没リアルタイムマップ
・予約制の店の空き情報
・困り事を市役所の人とチャットできるもの
・ポイントカードを１つのアプリにしてくれるもの・・。沢
山ありすぎる

会津若松市のホームページは、文章が多く必要な情
報を見つけにくいので、その必要な生活情報を分かり
易く見つけやすいデザインで提供してほしい。

会津若松＋イベント
　　　　＋専門病院

市長や議員の活動状況、市として検討中の課題の現
状や進捗状況

どこでイベントをやっているか（お祭りやマルシェ）。
休日当番医がわかるものはよく利用しています。

除雪車の場所がリアルタイムで知りたい。あと、経路が
分からないので除雪車の場所が分かってもどの除雪
車があとどれくらいで来るのかが分からないので知りた
い。

質問とは違う答えになってしまいますが、登録するまで
がすごく大変だった。もう少し簡単にできたらよいと思
います。お祭りの情報がわかるサービスがほしい。

イベント情報が見れる
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40歳代の方の回答

河川、ダムの水位 どんな感染症が流行しているか。休日当番医・イベント
情報。
旬の野菜、果物情報（今年は何が豊作か？市の農産
物情報。道の駅情報。若松には道の駅はないです
か？）

開設していることを知らせることが第一だと思います。
知らない人が多いのではないですか。

リアルタイムで見れる会津の四季、景観。
今日のおすすめスポット情報。

お買物情報
一週間の情報など、常に更新

市役所の求人情報や市の会議の情報、婚活パー
ティー情報があれば良い。

簡単な手続きで利用できるようになると、もっと多くの
人が使うのでは？

バス、電車の交通状況
イベントの配信

安売のスーパー 必要随時が良いと思う

河川の氾濫情報 交通渋滞（リアルタイム）、詳細な天気予報（Web カメラ
など）、事故渋滞

そもそも会津若松＋の存在や機能を知らない方も多
いので、メディアや市政だよりなどでの PR が必要と思
います。
また、会津若松＋のトップをアプリ化できれば使いや
すいと思います。

－
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50歳代の方の回答

郵便の電子化 どのようなサービスがあればというよりも、それ以前に
会津若松+とかスマートシティ会津若松とかの知名度を
もう少し広げないといけないと思う

住民票や課税証明関係の書類が、自宅から申請でき
ると助かる。

医療関係で予約ができ待ち時間を少なくしたい

健康診断の結果が見れる、郵便物が電子的に受け取
れるなど、紙媒体でなくとも情報を受けとることができ
ればよいことは便利だと思う。紙媒体の保存は大変。
データとして保存できると便利。

これからの工事予定。
不審者情報、性犯罪者情報、あたりや、あおり運転情
報、火事、事件

地域のイベント情報やグルメ情報 観光情報の充実

会津若松＋は、情報量が圧倒的に少なすぎる。プッ
シュ通知の意味がない。

早朝勤務もあるため、除雪状況がもっとわかればよ
い。

求人 工事中の道路

銀行の取引がネットでできる時代なので、自分の所得
や課税・納税状況など、証明書を取らなくてもネットで
確認できるようになると便利

年齢別に利用できるサービス

今日初訪問したが、更新情報がなく、「NEW!」まーくと
か何が一番最新なのかよくわからない。第一印象がコ
レなので、もう訪ねるサイトではないでしょう。

話を合わせてくれる会話の内容

会津若松市内の小中学校、大会の情報 求人情報

バスの情報 休日当番医がすぐわかる

無料駐車場、車椅子情報 休日の病院（当番）、ゴミ等の処理方法、機関

郵便物が電子的に受け取れる。 ほとんど電子化しているのでついていけません。
市からの情報の自我小さく続くほどわからなくなりま
す。

道路の通行止め 季節によっておすすめの観光スポット、花が満開とか、
何が今とても美味しいとか、旬の会津を紹介して欲し
い。

災害情報、避難場所 工事中の道路がわかる

介護保険の手続方法
高齢者参加型情報
工事中の道路、工事時間と期間

この先高齢化社会がますます激化するため、税金等も
年配の人だけに気を使う形でなく若者たちにも税をお
さめていれば自身が年老いても市の考えている政策
で優遇されるというようなシステムを作ってほしい。今
の若者たちは将来に不安を感じている人が多いと思
う。

お笑いのサービス（くだける。あえてのグダグダ感） 観光シーズンの渋滞情報や駐車場の空き情報等

市議会中の映像がみられたら。 観光情報、おいしいお店情報

最近、市内のあちらこちらで道路工事が行われている
ので、出かける前に工事中の場所がわかるとありがた
い。

医療情報

防犯、防災に役立つサービス
健康に関するサービス、略語の具体化サービス

休日にかかれる病院情報

工事中の道路（とくに通行止めになっている場合） まずは会津若松市のホームページの PR を進めること
が大事ではないかと思う。今回のアンケートでホーム
ページ、会津若松市プラスの内容を知った。

小中学生、高等学校など学校での学び出来事、児童
生徒の様子、学校長、教職員のコメントなど地域と子
ども達の交流が促進されるサービスが欲しい。地域の
核となる学校、ＰＴＡのつながりを作ってほしい

道路工事中の案内は欲しい。会津若松市の道路は一
方通行や見通しの良くないところも多いので、う回路と
かわかるといい。
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50歳代の方の回答

近所等のつながりがうすれてきておりますので、コミセ
ンあたりのサロンやお年寄りが気軽に行けるサロン等
があったらいい。
ボケ防止やそれをとりまく人たちのお茶会など。

バス時間の一覧や、今どこにバスがいるのかがわかる
とバスを利用しやすい。

サービスの量を増やすのではなく、楽しく、興味が引
けるようなサービスの内容にしてほしい。
施設の空き状況や、利用できる障がい者用サービスの
空き状況を検索できるようにしてほしい。

開設していることがわからなかったので思い浮かばな
い

催し物情報 バスの運行、市内のイベント情報

工事中の情報。 企業の求人情報

一級河川の水位状況がリアルタイムで分かるシステム 交通事故の情報。流行っている病気。

会津若松+　イベント 休日当番医
イベント情報

熊出没情報（リアルタイムで） リアル駐車場情報

５年前に転居して一番困ったのはバスが通っていて便
利なのに時間や回送順番がどのサイトを見てもわかり
にくく、未だにバスを利用できません。

イベント情報や学校行事など

ゴミの処分方法や減らし方など。 郵便物が電子的に受け取れれば良いなと思う

私自身が聴覚障害なので病院での電話予約を取ると
きに電話応対ができないのでそういう人の為に役立つ
事、情報があれば助かります。

工事中の道路情報や渋滞情報など

1.除雪運行システムに毎年業者と地区の人で打合せ
をした。それぞれの細かいデータを登録し、随時更新
していただくとこで毎年の打合せの負担を軽減させ
る。2.道路の舗装の穴など市民からの情報を受け付け
るシステム

近隣市町村も含めた観光、イベント情報

市内のイベントの情報をもっと知りたい 工事中の道路やイベントによる交通規制や通行止め
の時間帯・臨時駐車場や市役所の駐車場の開放の時
間帯がわかることや、ペットが死んだ場合、どこに連絡
して、どういう処理依頼をすればよいかという情報もあ
ればよい。市の寺や神社のお祭りの情報など
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60歳代以上の方の回答

警察の取り締まり情報 市内で催されているイベントの情報

高速道路を含む渋滞、通行止め情報。 各種イベントの情報

議会中継 防災情報

ちょっとしたお得な情報
これを知っていたら便利な情報

店舗の開閉一覧表
飲食店等値引きサービス
洗濯屋さん巡回サービス及び位置情報

災害情報提供サービス 交通情報（工事区間のまわり道）
近隣の市町村のイベント情報
病院の混み具合

健康診断の結果。高齢者の生活相談 防災関係情報などはリアルタイムでの情報が貴重だと
思うので充実かつ正確なものがあればいいと思う

会津若松＋を知らなかったので同様なことを問３-２に
挙げました。

英語？日本語でわかりすく

東京との交通アクセス（ＪＲでは無理）特に高速バスに
ついて、位置情報がリアルタイムに　googl マップに表
示されるようにしてほしい

工事中の道路、規制（イベント含む）などが、ペコミンに
あればいいのでは？

今の病院は予約になっており、救急に行っても専門の
先生がいなく、病状も「こうかな」って言います。
不安になってしまいます。
ちゃんといますよってわかるように！

観光地+食堂

若者の雇用状況がわかる 市ホームページの補足。市ホームページは作成規則
があり、わかりやすく図解や写真の掲載ができないか
ら。

健康情報 少子高齢化が益々拡大する時代。高齢者に関する
情報をもっと増やさないと読者減になるのでは。

図書館の本の検索・予約 工事中の道路が分かるなど）

健康診断の結果が見れる 公共交通機関（JR,バス）の運行状況

そもそも、パソコン等なくて見られないが、見られたら
健康に関すること

工事中の道路状況が分かる。
駐車場の空き状況が分かる。
桜の開花状況が分かる。

動物保護の情報と取組
一時的でなく、長期にわたってどのような対策をして、
どうなったか知らせるサイトが欲しい。

窓口に行かなくても手続きができる
例:国民健康保険料の試算

各情報別ではなくすべての情報サービスを同場所で
受けられることの提供がほしい。

市民が望んでいると思われる情報を推定し、提供して
ほしい。

利用者にはポイントサービス制もあれば良いのでは？ １．四季に応じた町・村・集落の催し物かバス・汽車の
時間とのコラボリスト情報
２．道路工事がユニバーサルデザインで考えた道路を
作っている胸の発言内容
３．生活アイディアコーディネート発言が聞ける（キッチ
ン回り、トイレ、風呂まわり）

利用しているが内容がわからないので回答は不能で
す。

車の渋滞情報

くま、イノシシ等の出没情報など 母子健康および健康診断など、健康に関する情報

以前、ＴＶで見たことですが、道路等危険な個所を写
真にとり、市役所に連絡する（ネットで）と１週間以内に
修理してくれるということでした。こういうサービスが欲
しい！
間２の３にもつながると思います。

火災情報、発生情報は今のままでよいが沈火がわか
らない。何時何分に沈下の表示があったらいいのでは
選挙の投票所ではなく、地区ごと（例：郡山市）の投票
表示
健康診断の受診状況
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60歳代以上の方の回答

除雪車の運行地区別稼働回数

除雪車運転システムが見れるのは知りませんでしたの
で、今度見てみたいと思います。

・自分が住んでいる会津地域や会津若松市の成立し
た変遷が分かるサイトがあれば”会津人”であることを
自覚すると考えいる。
・会津若松市の都市計画の基礎となったがもう時代の
重要性を見直すことが大切と考える。

問２－３のようなこと。 工事中の道路について、いつからいつまでなど分か
ればありがたいです。

情報の一覧表等があればいい。 ここでのサービスを需要できる世帯や人数を把握して
いるかが問題だ。すべての市民がサービス受信設備
を持っているかが課題と思われる。情報を流す側と受
け取る側の互いの準備が必要と思う。

Wi-Fi サービスの充実　市の公共場所、若松駅、西
駅、鶴ヶ城他有名観光地

今のサービスはとても良い。
課題は見る人を増やしていくこと。若い方でも登録して
いない人が多いように思う。何％くらいの人でしょう
か？市政だよりで特集を組んでみてはどうでしょう。

工事中の道路が分かる。 交通情報（混雑、通行止め、廻り道など）

冬期間の屋根、その他除雪を引受けてくれる業者等、
冬期間の困り事相談所。

敬老会に行きたい方の送迎車等を考えてもらいたい。
巡回なる等

インターネットが無い環境で生活しているので答えら
れない。

道路の通行止めや渋滞状況

除雪についてＴＥＬで聞いたことがあったんですが、順
番でやっていますと言われたのでしかたないと思いま
した。

市のホームページにアクセスすると、フリー Wi-Fi につ
ながる。市がネットのプロパイダーになる。

通行止めの道路情報 高齢者が参加できるような行事などの情報

ウェブサイトで情報を取る事が高齢者にはむずかしい
会津若松市も大部分が高齢者です

高齢者に対する補助

ゴミのこと。（より詳しいこと） ”除雪車運行システム”情報を今年の冬より利用して”
会津若松＋”興味をもって使ってみたい！

今年年を重ね、マイカーが使えなくなることを想定する
と、バスの運行本数の増便が必要と考える。その運行
状況がわかる情報も必要と考える。

介護施設の入居状況等

毎日車を運転しているので工事中などの道路がわか
れば助かります。

今、スマホで検索してみたが、第一印象は「こわい」と
思いました。登録してログインすることがみたいなこと
はないですが、工事中の場所等がわかればいいです
ね。

除雪車運行システム今年から見るようにしますが朝７
時前には出勤しなくてはならないので事前（前夜）に
見るようにいます。
会津若松産の旬の野菜や果物の流通状況などわかる
とよいですね。何が旬なのかどれを買うとおいしいのか
がわかる。

様々な催しの情報。委員、病院の待ち時間や混雑状
況

除雪車の除雪の良・悪の差が地域によってあります。
即連絡可能システム版にする。

・種々スポーツ大会やイベント、文化関係がプラスを見
ればすべてわかるというのあればよいと思う。
・観光場所それぞれの入場状況（ex 鶴ヶ城、飯盛山
等々）

市道の舗装状況 健康診断の結果がみれる。
住民票が自宅でもとれる。

高齢化が進んでいるので少しでも健康でいられるよう
に憩いの場、運動のが場があれば・・・
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年齢未回答の方の回答

市政だより的な情報。
風雅堂のスケジュール、地域のイベントをいつでも見
れるようになっている等。

まだ利用していない。

母子健康情報サービスに期待を寄せていたが、実際
使ってみたら、予防接種の接種済みが反映されず（時
間がかかるのは聞いていたが、数か月反映されな
い）、役に立たず残念。

飲食店などと連携して待ち時間なく予約して順番に
なったら連絡が来るシステム

除雪車運行システムの中に除雪要望が出来るシステ
ムを
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問６．２　市のＩＣＴ施策全般についてご要望・ご意見などがありましたら、些細なこと
でも構いませんので自由にご記入ください。（77ページ～90ページ）

10 歳代の方の回答

マイナンバーカードを持っている人限定のメリットがほ
しい

ホームページよりもインスタやツイッターを活用した方
が若者への関心が高まると思う。
なんでもネットを使えばいいとは思わない。
アナログにもよさがある。

いくつでも選択で、ひとつしか選択できないのは何故
ですか？ひとつしか選べませんでした。

会津若松市が住みやすく暮らしすい場所となるように
今後も取り組みをお願いいたします
便利なサービスについてはもっとアピールしてみんな
がわかるようにしてほしいです

ポイ捨てが目立つので、町のゴミ拾い活動を市民を
集ってやっても良いと思う

ICT 関係の仕事を若松にぜひ増やしてください！

マイナンバーカードの利用目的ってなんなのでしょう
か？最初の目的からずれている気がする内容でした
（問５－２）

施策についての情報があまり市民に知らされていない
ように思った。
まずはその存在をより積極的にアピールするべきだと
思う。

まずは市で取り組もうとしている内容をしっかり学ぶとこ
ろからだと思います 。 －
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20 歳代の方の回答

自分は SNS をあまり使わないし、同じ年代層だと新し
い情報や流行を素早くキャッチしようとする方ではない
と思う。そのため、とても便利なサイトがあっても、誰か
に教えてもらったり、LINE NEWS に出てきたり、大きな
話題にならない限り、見ないと思う。大学に来て、勉強
や部活動、就活で、たくさん便利なサイトがあることを
知った。こんなにたくさんあるのに、使っていない人も
まだまだいるのだと思う。その人たちへのアプローチ
は、「親しい人からの勧め」や「よく使うサイトからの勧
め」が一番有効なのではないか。自分の経験上の話
でしかないが。これだけの情報社会でも、実はまだま
だ情報社会ではないことをアンケートで改めて実感し
た。

会津が今、観光地として盛り上がっているので、もっと
SNS など宣伝するべきだと思う。
ホームページが地味で見にくい。
特に日本酒をもっと推すべきだと思う。観光スポットか
らの近い酒蔵を表示したり。

あまり周囲で話題になっていません。もっとメディア告
知など積極的にしてみるといいのかなと思います。若
者はもっぱら情報収集はツイッター、ユーチューブで
す。

若い世代の人がインターネットを多く使っているように
思えるが、会津若松市の情報についてはあまり見てい
ない、得ようと思っていないように感じる。病院の夜間
救急に行くと、若い世代のママさんに連れられた軽い
症状（走り回っているなど）の子供が多く、重症と思わ
れる方の診療が遅くなっているように見えた。そういう
若い世代が正しい情報（夜間救急センターがあり、小
児科の先生も見ているなど）が得られ、また、生活に生
かせる情報（子供のこういう症状の時はこう対応しま
しょうなど）が見やすいようになっているとよいのではな
いかと思った。

マイナンバーカードを発行するメリットが思い浮かばな
いため、発行手続きをするのを面倒に感じます。カー
ドを持つことのメリットについてのアピールが欲しいで
す。

実際、説明文を読んでも現実で今何を行っているのか
よく分かりませんでした。

市民全体に理解されていない
直結した利用価値がない
施策だけが先走りしている（誰の為？）
市民は大半が関われない

NTT 東日本さんとさらなる連携を強化していって欲し
い。

会津若松駅の中に「スマートシティ会津若松」のブー
スを一角、作ってみれはどうでしょうか？
これから時代は、健康と福祉の情報がすぐ把握できる
HP が便利となると思います。

一般市民に情報が流れてきません。

市役所のホームページが分かりにくい（スマホ）。知り
たい情報を見つけるのが大変かつ、理解しづらいと感
じる。

マイナンバーカードの活用幅を広げて欲しいです。今
のままではカードを作るメリットが無い気がします。

スポーツ施設があると良い
気軽に利用できるスポーツクラブのようなもの

どのように市民の生活レベルまでＩＣＴ政策を実施する
のかがわからない。実際にそれを感じる時は一体いつ
になるのでしょう？

ICT 施策に力を入れ、様々なことに取り組まれている
ことを知りました。ありがとうございます。ぜひ、活用さ
せていただきたいと思いました。

今回のアンケートで会津若松＋などの様々な情報
サービスやシステムがあることを知った。
市民の為を思って製作されていることが伝わる。
このサービスを知らない人はまだまだいると思うので、
周知してほしい。

居酒屋やスーパーなど遅くまでやっていることろがな
く、夜の食事が楽しくない。トライヤルやドン・キホーテ
など安いところがないので大変。駐車場がせまくベ
ビーカーで行動するのも大変中央分離帯があって反
対車線へいくのが大変

極力、個人情報なので、マイナンバーカードは持ち歩
きたくない。自分の番号を覚えて使えるものは良い（覚
えられないが…）
番号であらゆることがわかってしまい、落としたときにセ
キュリティーが心配
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30歳代の方の回答

先ずはインターネットで市の負担が減るはずなので、
協力する市民には相応の恩恵を与えるべき。また、ス
マートシティ化により財政がどう変化するか示すべき。
目指す姿は定量化し、そこからバックキャストしなけれ
ば確実な効果は得られないはずである。

今回のアンケートを通して、市でたくさんの情報アプリ
があることを知った。
この機会に利用しようと思う。
SNS を通して重要なのは、情報のスピードだと思うの
で、常にリアルタイムの更新が求められる。

・私自身、楽天の各種サービスを利用しており、楽天
のアプリをスマホ画面に設定しています。楽天の HP
からの利用も可能ですが、アプリがあることで利用する
までの「距離」が縮まっているように感じるとともに、HP
とは違う「利用しやすさ」があると思っています。会津若
松市の HP や会津若松＋等に関しても同様にアプリと
してあるべきだと思います。利用するまでの距離が縮
まった、会津若松市に住む人なら、必ずインストールし
ているような会津若松市に特化したアプリ開発も一つ
の方法だと思います。
・会津若松市のリアルタイムの災害情報と連動した、ハ
ザードマップをベースマップとした避難場所までのナ
ビゲーションを開発してほしい。
・会津若松市の HP や会津若松＋等に一部会津若松
市のお店限定の広告バーを設けてもいいのでは。

ICT 施策の中で一番身近なところが、中学校で導入し
ている情報メール配信サービス「あいべあ」ぐらいなの
で、実感として市の ICT 施策やスマートシティの取組
を感じられていないです。
もっと暮らしに根づき、まちづくりに関心ない市民でも
それとなく知ることが出来たり、便利だと思えるものに
なっていけばいいなと思います。

ICT オフィスに入っている人たちの活躍がいまいちわ
からない。会津にとって経済的に有益になっているの
か。

年配者に「スマートシティ会津若松」を知っていただく
こと。どんなことができるのか、自分の生活に取り入れ
ることができるのは何なのかを知っていただくこと。今
までインターネットを使ってこなかった世代の方で今で
も強いようしていない方へ、生活が便利になることや今
でも使用いていない方へ、生活が便利になることや使
用の注意点なども周知していただけるとよいです。

施策の細かい内容は知りませんが、意見を書いてみま
す。

会津若松ではインターネット自体が全く普及していな
いと感じる。飲食店を探すのも、施設を探すのも、病院
を探すのも、インターネットだとあまり情報が見つから
ない。まずは皆がインターネットを必要だと感じることが
大事なのでは。

普及させるにあたり、新しくサービスやアプリを作るより
も、既存のサービスやアプリを利用して会津若松の情
報を拾いやすくするのが一番手っ取り早い。
たとえば、市の公式アカウントを作って、Googlemap の
口コミ欄に地域の情報を書いていくとか。飲食店なら
食べログ、お祭りやイベントの情報なら Twitter、観光
ならインスタなど。
市独自のアプリやサービスは、情報がたくさん溢れて
しまった時点でやるべきなのでは。
もちろん市独自のホームページでもいいですが、それ
なら相当使いやすくないと普及しないです。

会津若松の情報が拾いやすくなれば、観光にも来や
すいし、地元の人もインターネットを活用したいと思え
るのでは。
とにかくインターネット上での情報が少なすぎるので、
頑張ってほしいと思ってます。

・市のホームページをたまに利用するが、古い情報が
そのままになっていることがある。
・申請書の書式がホームページから取得できるものと
そうでないものがあるのは何故でしょうか。特に福祉関
係がホームページにないことが多いので、載せていた
だきたいです。

マイナンバーカードをそんなに使用しないから、マイナ
ンバーの使用の仕方がわからない

高齢者が多いのに、ついていけない人が多いので、
親の分や身近な高齢者の分まで、私達がかわりにや
らなくてはいけなくなっている現状を分かって欲しいで
す。

会津若松市のホームページのデザインが古くさいの
で、見る気しません。安っぽいです。

AiCT 入居事業者の呼び込みのための、積極的な
セールスを続けてほしい。
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30歳代の方の回答

今は、「HTML5」というのがあるので、デザインを変え
てほしい。（「HTML5」ネットで、一発で出て来ます。）

また ICT を推し進める割には、乗合バスで IC カードを
使えない等遅れているところがあり、その改善。
5G 電波の先行導入などへの投資。

・独自性や必要性（市民生活にとって）が感じられない
・特に、ICT オフィスビルなどの費用対効果。（会津大
学も同様）
・利用しない人（高齢者など）への配慮を！全てが ICT
化すれば良いわけではない事を忘れずに

私の周りに知らない人が多いので、全市民に分かるよ
うにしたい。素晴らしい事をしてくれていると思う。これ
からのＩＣＴを楽しみにしています。

今年 1 月に出産し母子健康情報サービスに登録をし
たかったのですが、前々から登録してあった「会津若
松＋」との連携がとれず二次元コードが読み取れませ
んでした。私のやり方が正しくなかったかもしれません
が、もう少し優しいシステムだといいなと思います。子
供の健診結果などスマホで管理したいのでもう一度挑
戦してみようとは思っています。

問３－２、問４－３に記入させていただきました

「ＩＣＴ」って何ですか？ 子育ての情報や通知などもっとわかりやすく手軽に受
け取れるようにしてほしい

ICT 施策見せ方・デザイン性・エンタメ性の仕組みづく
りを取り入れてもらえればと思います。

会津若松市のホームページ内容を拡散する SNS の施
策

情報が漏れてしまうことが心配 ICT オフィスの状況が知りたい

ＩＣＴのメリットが良く伝わってこない。 保育園等の在職証明書をホームページ上のエクセル
に入力するものの、印刷するとずれてしまったり使いず
らい。
定期的に数年間、会社によっては数十名分を作成す
るには会社側はデータで管理し、社判を押印するだけ
の事務作業にしたいと思うので在職証明書を使いや
すくネット上にあげてほしいです。

個々になりすぎるアプリがめんどうです。
全てまとめるとか、１つから選べるとかできませんか。

ICT 関連にに力を入れてらっしゃっていいことだと思
いますが費用対効果が適切かどうかの視点は必要か
と存じます

マイナンバーカードを診察券にして、他の病院で受診
した内容や、薬の情報を共有できるようにしてほしい。
また、免許と一緒になれば何枚ももたなくて楽だと思
う。
また、電子マネーにも利用でき、ポイントがたまればよ
い（会津地元の店などに使用）

会津若松＋とあいべあの情報統合化をしていただきた
いです。

マイナンバーカードを持っていれば楽なのになと思っ
たことはありますが、申請方法が分からず、できないま
まです。
もっと分かりやすく、できる場所が増えればいいなと思
います。

マイナンバーカードがあればコンビニで住民票等をも
らえるとの事だが、必要とする場面が少ないので利用
頻度もほとんどなく利便性を感じられない。

郡山のペップキッズのような施設を会津若松市にも設
けてほしい。冬場など子どもが屋内で安全に遊べる施
設を作ってください。よろしくお願いします。

項目をわかりやすくしてほしい

会津若松＋　使いやすくしてほしい SNS はよく利用するが会津若松市の情報は全く取得し
ていないことに気づきました。

高齢者など、ついていけない人のこともきちんと考えて
進めてください。

マイナンバーに関して必要性が全く感じられない。

今回初めて「ペコミン」「あいべあ」のことを知ったので
今後は会津若松市の取り組みについて調べたり知ろう
とする機会を増やせるようにしたいと思います

「あいべあ」のメルマガは、利用しています。とても便利
な機能で、助かっています。

マイナンバーをもらったけど、いったい何に使うのか使
えるのかいまいちわからない －
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40歳代の方の回答

いろいろなサービスがあることを知りませんでした。私
が知らなかっただけだと思いますが、広報活動をもっと
されるとよろしいかと思います。

スマートフォンアプリを使うような感覚で使えるようなわ
かりやすいシステムを運用できればいいと思います。

スマートしか出来んの？
他の分野はやらんの？
会津の文化は無いのか。
アピタ向かいの土地もったいない！
あれだけ広いのに。

高齢化社会を迎えています。中心街から遠い地域で
は安心して暮らせるまちづくりになることを期待しま
す。（車がなくても町に出かけられる、または出かけな
くてもサービスを受けられるなど）

マイナンバーを連携させて使いたいが、紛失した時の
事を考えると、あれも、これも…と、連携させるのは怖
い

今回このようなアンケート調査にて、防災メールなど
メールマガジンがあることが知るきっかけとなったので
良かったと思います。

※いつもは市の便りを見ていますが、携帯などに入っ
てくる情報は毎日見るので早速登録したいと思いま
す。

ICT を活用すると、どのようになるか、詳しく知りたい。 聞いた事はあるが、何をどうやっているのかイマイチ市
民には浸透していないと思う。もっと市民に対してのア
ピールが必要だと思う。
そしてネット弱者には対応できるのか・・・（年配・ネット
をやらない人たち）
課題かと思う。

スマートシティ、ICT と言われても内容が分かりにくい。
どのようなことなのか広く宣伝が必要だと思う。他の自
治体にはない AI を活用した政策を進められればと思
う。

マイナンバーカードは持ち歩くことに不安がある（紛失
など）ので、スマホの中に入れたい。

申請書類記入の簡略化 具体的にどういうことが出来るのか知りたいです。
ショッピングモールや映画館の設置等、若者の住みや
すい町にしないとどんどん都会に出ていく人が増え高
齢化がますます進むと思います。
福島県が他県とくらべて賃金が安いことも改善してほ
しい。

トラブルに対する不安の方が大きく、大きな情報を受
け取ることはしても、なかなか積極的にはなれません。

市内での就職は給与水準が低く、将来に不安が残る

お年寄りにも身近に触れていただけるよう簡単な端末
機の開発と無料配布。

どこでどのような情報が得られるか知らない。
一覧で見れるもの、わかりやすいものがあればいいの
だが

マイナンバーカードがいろいろな事に使えるのはいか
がな物でしょう。自分の情報が多く入っているものなの
で、役所関係は良いと思うが、ポイントカードとして利
用はないでしょう。だめでしょう。

もっとわかりやすく、年寄りに使用しやすくわかりやすく
してほしい

地域の高齢化により、地区の区長・組長の当番制がこ
れから危ぶまれる。今後、一斉清掃や回覧板等での
お知らせｍ地区毎の行事などについて市としてはどの
ように関与もしくはバックアップしていくつもりか？また
モデル家族構成のバランスが崩れているため、ますま
す現役世代にも影響が大きいと思う。

少子高齢化が進んでいるため、持続性のあるよりコン
パクトなシステムを提案してほしい

「ICT 施策」とはなんですか？このアンケートがなけれ
ば「スマートシティ会津若松」などわからない事だらけ
でした

市役所の職員が多い
生活保護の人にえらそう
保育園を増やしてほしい
子供クラブの充実

ICT より道路を舗装してください。穴が空いてますよ。
お金をよく考えて使ってほしいです。

スマートシティ会津若松という言葉を初めて聞きまし
た。市役所の中の話だけあって我々市民の大半は聞
いたこともないと思います。もう少しわかりやすくこの存
在すらあることを知って頂かないと、ただの税金の無
駄使いになると思います。
やる側の大変さんはわかりますが。。。
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40歳代の方の回答

厳しい意見で申し訳ありません。正直な意見です。

移住者が増える様な制度　働きやすい税金の減税と
かがあれば良い　大型のショッピングモールの誘致

「あいべあ」はよく利用させてもらっています。
「ペコミン」は利用してみたいです。

毎年除雪後のアスファルト舗装が穴だらけになって市
役所に TEL しても穴に土のうを入れるだけなので住民
の要望などを市民全員が周知共有できるようなシステ
ムを作ってください。

自動車税カード支払いについてホームページを利用
したが、とにかくわかりにくい。
あの構成で初見で理解できる人がいるとは思えない。
とりあえずホームページがありますよ、と作ればいいも
のではない。お役所仕事でなく、ユーザー目線でしっ
かりつくりこんでほしい。

マイナンバーカードを診察券等として使用する場合、
今までの診察券は発行手数料がかからないが、マイ
ナンバーカードは手数料がかかると聞いたことがある。
お金をかけてまで、作る必要性を感じない。
現行のもので不便を感じていない。

一般の方も入れますか？何をしている所か分かりにく
い

高齢者・身体の不自由な人が市役所へ向かう時
駐車場が足りなく、遠くへ歩かなければならない問題
があるようです。
優先駐車場の数をふやしてはどうでしょう？
ＩＣＴを進めるだけでなく

ＩＣＴ施策の効果は、いつから、どのように、感じられる
ようになりますか？
現在、市民としてのメリットをあまり感じ取れていないで
す。

生活しやすいところになって欲しい 会津若松も高齢化が進んでいるのでお年寄りの方が
とも安心して便利に利用できるといいと思います。

会津大学卒業生のみならず、ＩＴ、ＩＯＴなどの関連す
る企業をさらに誘導し、最新と歴史の融合が図れる市
にして頂きたい。
実弟も会津大学生でしたが、就職先が会津に無く、都
内に行きました。
人の集まる市だけど、ＩＣＴで渋滞しない、待機児童が
いないなどを目指して頂ければ、親も子も安心して滞
在、滞住してくれるのではないかと想定します。
※”あいべあ”は、大熊町は役場機能を移したはずな
ので、そろそろ先に先に進めるために、名称変更をお
願いしたい。

イベントの申し込みを HP 上でできるようになり、電話を
かけなくても受付ができるのは便利だと思います。マイ
ナンバーカードに魅力を感じないのですが、持ってい
るとどんな特典がありますか？何が便利になります
か？教えていただきたいです。

冬の除雪をきれいにやってほしい。きれいになってい
ないので、車道が狭すぎる。
田島や、大戸の方は走りやすい。

「スマートシティ AiCT」一般公開の日に行ってきました
が、会津の素材（自然・歴史）から付加価値をつけて
利益をだしていく企業が多いので、もう少し会津の人
が関われるように（求人や人材育成）しないと会津に利
益が落ちないような気がしました。

アクセンチュアに派遣で働いていたので、スマートシ
ティは知っています。
が、実際に自分たちの暮らしに反映しているのかなと
思うところはあります。アクセンチュアの近辺だけ ICT
化しても仕方ないんじゃないかなと、離れてみると思い
ます。
もう少し、一般の方の意見をよく聞いて ICT 化へ動い
ていかないと、安心して快適に暮らす…なんて無理で
はないかと思います。分かりやすい ICT って難しいか
な…。

情報の格差等はない様にしてほしい。
必要な情報を必要なだけに、個人情報を守り、情報発
信してもらいたい。

このアンケートで知ったので、まだ良く内容がわからな
くてすみません。

小学校と中学校では「あいべあ」に入っているのです
が、高校になるとひつようなくなるのでしょうか？高校
でも必要な情報はあると思うのですが、学校での考え
方（県立と私立）もあるので相談の場をもってみてはど
うか。

休日サービスを行って欲しいです。
各種サービスなど。
平日、できない事がある為、毎週でなくても各週など
臨時をお願いしたいです。

ICT ってなんの略？
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40歳代の方の回答

あいづっこプラスやあいべあを利用しています
いろいろわかってありがたいです
もっと使いやすくなるとありがたいです

広場はたくさんあるが遊具のある公園が少ないので遊
具のある公園を増やすべき

謝礼希望 ・市政だよりは紙ではなく、データ配信のみでよいと思
う。
・除雪車の位置状況だけでなくその後の進路予定、時
刻予定もわかれは生活に大変役立つ。
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50歳代の方の回答

ＩＣＴ施策を推進することにより、関東圏等の都市部と
利便性が遜色ない状況になればと思います。

いろんな人に ICT についてよく尋ねられる。もっと宣伝
すべき。
年配者にもわかるようにすべき。
小学生から覚えてもらうよう教育すべき。

地域情報化を進めるのであれば、メールでのお知らせ
でなく、アプリを作りスマホやタブレットで確認できるよ
うにしたほうがいい。
わざわざメール登録は面倒と思う方は多いと思う

高齢化が進み、市内でも至るところで老人の姿が見受
けられます。
福祉などに力を入れ、老人の住みやすい町づくりをし
てほしいです。

ホームページが複雑で調べたいところまでたどり着くま
で時間がかかるので階層をもっと単純化してもらいた
い

企業の誘致

スポーツなどに力を入れて、子供がかがやく町
スポーツ施設の充実（サッカー、野球、マラソンなど）
いい素材が外に出ていく（サッカー、野球、マラソン）
いい指導者を（佐藤敦など）

次世代に向け、ICT と言う言葉を誰もが普通に感じら
れる環境作りを推進して欲しいです。
若者だけでなく少子化・高齢化に合わせた利用環境
の整備・雇用創出など。情報格差、経済格差ができな
いような対策も必要と感じます。

すみずみまでいきわたるようサービス提供してほしい。
現に、手をさしのべてほしいと願っている高齢者もいま
す。足を運んでください。

スマートシティと言っているが、ICT をツールとして局
所的、場当たり的に使っているようにしかみえない。市
政全般に対して、戦略的な活用をする視点が不足し
ている。

震災の時も会津若松市の防災情報は出てないし、聞
こえてない

マイナンバー取得したいのですが、やり方を簡単に教
えて欲しい。

市で何かあった時。情報を速やかに提供してほしい。

どんどん進めて欲しい 市が市民に何か特別なことをしてくれている実感が全
くない。交通が便利なわけではなく除雪はしてくれて
いるが細かい道まではなかなか。（でもこれは仕方な
いと思っています）何か生活が良くなるサービスあるの
ですか

・会津若松プラスやあいべあ、ペコミンなどを共通のＩＤ
で使えるようにすべき
・市ＨＰなどのＷＥＢサービスをスマートフォンから使い
やすいようにデザイン等を見直してほしい
・送料と手数料は自己負担でよいので、オンラインで
申請した証明書等を自宅に郵送してほしい

マイナンバーカードは自己の証明書になりますがカー
ドを市民カードのように軽く考えるのが心配です。
この様なアンケートもめんどくさい人もいると思います。
スマホやインターネットの時代なので市からの発信をこ
まめにしたら良いと思います。

このアンケートの質問用紙にたくさんの QR コードが図
示されているが、サイトやアプリの数が多すぎるので
は？
シンプルなサイト１つでそこから容易に各々サービスに
飛べる仕組みにしてほしい。

マイナンバーカード利用にあたり個人情報漏えいを懸
念している。（コンビニで住民票を取得できるようにして
いるが使用したことがない）

工事情報、道路補修情報
人の流れの RealTime 情報

何にしても言葉（文字）が分かりにくい。具体的にどの
ような人にも理解出来るようにしなければならない。一
部の人の自己満足に過ぎない。

市の情報は市政だよりに頼っていましたがもっといろ
いろな情報に目を向けたいと思います。市の情報には
あまり興味がなかったので、反省です。

すみません。まったく知りませんでした。

すべてにおいて見やすい文字、わかりやすい文章で スマートシティは大賛成ですが、買い物の環境が悪す
ぎて他市へ出かけることになり大変不便を感じていま
す。（他市に買い物に行くと会津若松の方に結構会っ
たりする）
インター近くにイオンモールなど（映画館なども）集客
できる場所を作ることで税収の増加にもなると思います
がいかがでしょうか
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50歳代の方の回答

ＩＣＴという言葉じたい理解できない 「スマートシティ会津若松」を耳にすることはあまりな
かった。実際にパソコンやスマートフォンなどの機器が
自宅にない高齢者の世帯にはマイナンバーカードが
あっても機能していないのが現状です。実際、私の父
はマイナンバーカードを市役所に持参しても免許証の
提示を求められたりしています。役所スタッフの教育的
指導等はどのようになっているのか知りたい。実際に
役所の方もその方のひととなりにより対応が異なること
もある。市政だよりの中にもっと具体的に表現してほし
い。市政だよりもさきがける形で事前に情報を流して欲
しい。
情報をもっと流してくだされば「スマートシティ会津若
松」もさらに活用されるようになるのではないかと思い
ます。
「会津若松市」を大切にしたい。
特に震災以降福島県の中でも会津があったからこそ
福島県すべてが放射能のイメージではなかった印象
もある。

めざせシンセン・リフトバレー 情報漏洩の管理する
個人情報がもれないように管理していただきたい

・市のホームページはまだ使用しやすい環境にしてい
けると思います
・高齢化に合わせ、身分証明として使用できるマイナ
ンバーカードの周知

ICT ということからし無知でした。検索したところ IT に
代わることばとか。
やはり年齢が進むにつれてアルファベット表記されると
素通りしがちです。
興味すら持たなくなりがちです。今回のアンケートでわ
かりやすい説明が入りよかったです。

まだまだ、取り組みそのものについて周知はされてい
ないと思う。
小中学校で、出前講座などを行ってはどうだろうか。

マイナンバーの受け取りを土曜日、日曜日、祝日でも
受け取れるようにしてほしい。
まあは自分の希望日と合わせられるようにしてほしい

１人１人のプライバシー保護
１人１人の良心の充実と尊重

高齢者が住みやすい、子供が育てやすい補助や高齢
者、今さらに増える事を見越した、環境交通について
考えてほしい

市のＩＣＴ施策である以上、生活上の弱者（高齢者・子
供・障がい者）を最優先に考え、すべての市民にとっ
てメリットがある施策を考えるべきであると思う。

ICT 施策のより一層の認知度が必要では？

ＩＣＴについて広報活動がもっと必要メリット・デメリット
（注意点）などもわかりやすく伝達して下さい

ICT がまずわかりません。横文字ばかりでなく老若男
女がわかるようにして欲しい。

できるだけカード化には反対です。
昔のままでいいところはなるべく番号化してほしくない
なぁ。

便利なようですが災害時に本当に役に立つのでしょう
か。
自然災害時に停電や携帯がつながらないなど使える
環境が整っていないように思います。

詳細に、頻繁に、広範囲に、積極的に、アピール活動
してほしい。

（特にありません）
PR チラシのローカル情報交流アプリで健康管理がで
きて街歩きが出来るのは良いことだと思いました。利用
したいと思いました。

行政、市民、企業の一体化って何ですか？
解決に至らないテーマではないでしょうか？
一体化できるのは、上層で団体に絡まず、生活してい
る方にまで、スマートシティが通用するのでしょうか？
底辺を知り得ない方々に、理想は語れないのではな
いでしょうか？
失礼しました。

AICT 交流棟の進捗状況が分からない。構想で見る内
容は楽しみで出来れば事業に参加したい。

高齢化社会に向けて、便利情報や医療費補助につい
てなど、分かりやすくのせてほしい。

深?市でたまたま見聞したがやり方、やっていることが
全く違う。深?市では防犯カメラなどが問題になってい
るが、本市は問題になる前の前の前のような感じがす
る。

85



50歳代の方の回答

会津若松市のホームページの最初のページにもっと
写真等を入れて、検索したくなるようなものにしたらい
いと思う。

このアンケートで、いくつでもお選び下さいとの設問
で、選べない設定なのはどうしてかと思いました

マイナンバーカードの必要性がまだよくわからない。 「会津若松＋」は知りませんでした。これから利用して
みたいです。

スマートシティ会津若松？
一言で言わずにまちづくりのそれぞれの分野で具体
的に何をするのかをはっきりと明記してほしい。

会津若松市だけの情報ではなく、近隣市町村のイベ
ント情報も載せて欲しい

ＨＰはもう少し華やかさがあって良いと思う。
なんとなくもう何年も更新していないのではないかとい
う雰囲気が漂っているから。

保護ねこ・犬などの避妊手術費の助成があるのか
調べたことがあったが、結局わからずに終わってしまっ
た。
助成してもらえれば少しでも捨てられる命を救えるの
ではないかなと思う
（結局、手術費が高額なのでやってあげたくてもできな
い現状がある）

便利になる事は大変良いと思うが、個人情報がもれる
のもこわいと思う。

市政だよりにかける経費削減
ホームページ内でも見れる
希望世帯だけの配布へ

保育園入所の基準について。（１０月に申し込みが開
始されるが、２月頃になってすぐに入所できる人もいれ
ば、断られる人もいること）

security 対策を強化して欲しい

市の ICT 施策以前に、会津若松市人としてあまり市に
愛着や信頼、希望を持っていない現状です。地域とし
ての会津は好きですが、市の行政に先行きが見えな
い気がします。興味は持てない、興味がない市民に注
目してもらうにはどうしたら良いのか？一個人では思い
つきません。

市の政策ではないことなのですが、マイナンバーカー
ドを電子マネーのカードにして
国策として完全キャッシュレス化すべき。

会津の街も空き商店が多くこれからの活性化の為会
津の街マップを配布してくれればよいかなと思いま
す。

市政便りでは皆さんが見ているようで見ていないことが
多いので、テレビやラジオなどのメディア等（フリー
ペーパーも）で、市の ICT 政策について、どんどん PR
した方がいいと思う。

格差が広がらない対策や計画を重視して欲しい
特に高齢者の独居、障害の方など中心に。。。
認知症対策も力を入れる必要があり対応や施設、医
師の増加を望む
アナログの方が利用できる対策を強く感じます

市のホームページはとても見やすいと思います。
(市の職員の方への対応も非常に丁寧です。※問いの
内容とは少しずれるかもしれませんが・・・)
・教育へもっと積極的に ICT を導入するとよいと思いま
す。

具体的にどんなことをやっているのか分からないので
回答できない。
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60歳代以上の方の回答

マイナンバーカードを作るメリットがわからない。 ICT について現状を何も知らない。情報が伝わってい
ない。アンケートが届いて「あいべあ」を知った。

ICT 施策の内容や市民へのメリットが伝わっていない
と感じる

少子高齢化にともなう若者につなげるためのまちづくり

シネコンを是非。 マイナンバーには、あまりにも個人情報が入っており
心配である。本当に必要なのか疑問である。

マイナンバーカードを取得するのに、すごく時間がか
かったと聞いている。

ボランティア募集の情報を充実すればよいと思う
※遠い被災地のボランティアが報道では目立っている
が近くでも（わたしたちが住んでいる周辺）ボランティア
の手があればゴミが少なくなって川がきれいになった
り、イベントのボランティアに参加できたりと、もっと参加
していける。そして活気が出てくるのではないかと思う

一人世帯、安否確認サービスの充実 便利なのは理解できるが、ついていけない。
まずはインターネットやアプリについて、優しく教えてく
れる場所や人が必要だと思う。
パソコンやスマホが使いこなせていない
自分から情報の収集ができるように、まず高齢者にも
わかるように情報の収集方法を教えてほしい

正確な鎮火情報 マイナンバーカードの利活用具体的内容

何を問われているのかすらよくわかりません 若い方とは違い、文字とことばつながり良い
使い方を覚えることがむずかしいのでは？
シルバー世代わかる使用のしかたの学習の場がほし
い

あまり利用していないので思いつきません 会津若松＋　知名度がいまいちであり、利用しようにも
面倒さが先に立つ

市で行うのでなく、外部人材を活用することが必要 スマートシティとして ICT 施策というもの、そのものが何
なのかよくわかりません。
これから、すべてがデジタル化されていく便利さとそれ
に乗っかって生きていかなくてはならない時代に不便
さも感じてしまうのかもしれませんネ。

湊町に住んでいるものですが、「湊チャンネル」を申し
込み初期の設定を行っていただいたのですが、テレビ
への機器の取り付けを行うことなく今日に至っていま
す。一度も「湊チャンネル」を見た事もなく、また３月に
撤去してほしい旨アンケートにも記入したのですが、
何も変化はありません。未来を見据えての施策も大事
ですが、一度取りに行った事の始末をきちんとして基
盤を固めてはいかがでしょうか。現在の小さなほころび
が将来に渡っての大きな亀裂とならない為にも！お願
いします

マイナンバーカード（これから取得です）ですが、証明
発行が、コンビニで助かります。休日関係なく利用でき
るのでまた、健康保険証も利用できれば保険証の忘
れがなくなるのでは？

お金を使いすぎないこと 市役所各課の仕事の現状を透明化するため、紹介記
事を会津若松＋等に掲載。

内容は分かりませんが、これを通じて雇用が増え若い
人が集まり、子供や老人に優しい市になることを願い
ます。

会津若松市が実施している ICT 施策が市民
（出来れば各階層毎に）にどの様な享受が
得られるのか具体的に案内すべきではないか。

若松市がもっと活性化し、市民が健康で元気な市にな
るといいです。

マイナンバーカードは必要ないと思う。マイナンバーさ
え判れば十分。

詳細がわからないのでピントのずれたものになるかも
知れませんが、一方的な情報発信ではなく、市民の声
を聞くシステムや届出・申請などを受けるシステムなど
が必要と考えます。

市のＩＣＴ施策について、関心の無い人の関心を呼び
起こし、関心を高め利用してもらうにはどのようなことが
必要か？？？。私も高齢者の域に入ってしまっている
ので、ＩＣＴ分野は苦手意識が強く、若い人の影響を受
け少しづつ生活の中にＩＣＴを取り入れているが、遅々
として進んでいないことが現状です。意識がある人を
対象としたセミナー等の開催は如何でしょうか？
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スマートシティ構想は良いと思いますが、市の財政に
合った規模で！
更に建設施工面では、大手ゼネコンにまかせる事にな
るが、それでは、財政的にも会津若松市に税収として
還元されませんので、地元企業が中心となる発注を！
室井市長と市役所職員の方々が、一体となって、市政
の為のＩＣＴ施策の実現を目指し、地元企業の為の市
政をお願いします。

市民のどの層でも解りやすい冊子を配布してほしい。

防災情報など 市民・住民・行政・企業が主体のような構図だがおかし
い。住民・市民と学生の意見か取り入れられていない
未来像などあるはずもなく今の環境が不完全なのに未
来構築など考えられないし身の程知らない品格だ！
身の丈に合った計画で熟慮した推進でないと人はつ
いて行かない。真似事では町は滅びる、人を生かす
知恵を使い山国、農業国会津は自然を生かし、うそを
つかない人を作り、観光も他県人をだまさない良い物
良い伝統料理があるならば、健康になれる場に食彩を
郷土料理にしたてなおすべし。うなぎ・カレイサザエア
ワビエビなど水産研究所で養殖業を山の中で成功さ
せ水の良い土地柄ゆえに東京農大や近畿大学の教
室教授人とのコラボでバイオにて農業工学を発展に
せものは排除し教育を規模で人の宝とすべし。行政官
と市民の対話の疑反が大きい
知恵のある弁論大会、若者他県出身者住人戻ってき
た会津若松出身者若者ばか者外物の意見と行動力
でてきぱきとエネルギッシュに文化を作りたい。

具体的に ICT 施策と実生活への関連がよくわからな
いので、身近に感じられない。

マイナンバーカード取得予定の考えですが、我々の
後期高齢者に必要なのか？不安を感じる面もありま
す。

知らなかったので、要望・意見ありません。 些細なことでも、とあるので
町内会は地道な日常活動で地域のコミュニティづくり
に役立っている。当町内会にもざっと２０年くらい放置
された公共用地がある。放置することが一番の有効活
用なんだという。ただ毎日黙って眺めている。身の天
和珍お出来事が長い間うやむやと続いている。

今のところ、必要とすることがないので、利用していま
せん。

私の年代はメカに弱い（女性は特に）
また年金生活としては使用した場合の料金も気になる
のが本音です

いろいろな分野に ICT 技術を取り入れ、他の自治体
にはない独創的な施策が今後行われるよう期待してい
ます。
全国のさきがけになってください。

詳細にわからいないので答えられないです。

マイナンバーカードの普及を図るため、早急にサービ
スの拡大を図る必要があります。

データー集積し、結果を表示されるまでの期間が長す
ぎる。なぜ必要なのか→どういう判断ができるのかまで
通知して行うべき
時間に勝つ集積分析利用のできるシステムを作ること

防災に関して、災害時にネットでの問い合わせが殺到
した場合、スムーズに受け付けられるようにしてほし
い。

会津若松市の第７次総合計画での５本の柱の３つに
ICT 施策について関連事項が述べられている。今から
５０年前の会津若松市は農業中心と商工業の都市で
あったが、現在は外国人を受け入れ、観光業を中心と
した都市へ変わりつつあると考える。今後の５０年を考
えたとき、会津大学（ICT 関連）から企業する人々も増
えることが予想できるので、第７次総合計画が具現化
することを願うものである。ー以上ー

今までは「あいべあ」利用してませんでしたがこれから
利用したいと思います

何が便利なのか、何が必要なのかを今の時代だからこ
そ慎重になることも大切と思う。
時代の流れ r にのったら留まることや途中で下車はで
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きなからこそ「豊かさと便利さ」はよくよく市民全体で検
討していく必要があると考える。

子供、老人の歩きやすい道路にしてほしい 「スマートシティ会津若松」については、全国版でも取
り上げられており、地方都市なのにすばらしいなと思っ
ておりました。内容は素晴らしいと思います。今後は、
より多くの市民に浸透させていくことが課題かと思いま
す。

高齢者に利用できるシステムを！ いまだにガラケーの携帯電話使用です。いろいろな情
報にはスマートフォンが必要なのは良くわかりますが、
どうしても使用の仕方、活用の仕方、その他いろいろ
なことが億劫でなりません。勉強会講習会など、もっと
多く教えてくれる機会を希望します。

スマートシティ会津若松、とてもすばらしいことだと思い
ますが、色々な人が平等に同じサービスを受けられる
ようになったらいいなと思います。
私自身もアナログな人間ですけど、関心を持って勉強
していきたいと思います。

マイナンバーについては、使いたいサービスもなくて
余り必要性を感じません。

内容を理解していないので、質問ができない。 マイナンバーカードがパスポートにも利用できれば良
い。

会津を離れ、50 年振りに故郷に居を構えました。市の
動静に全く無知の状態です。今後市の ICT 施策に注
視していこうと思います。

ICT って何ですか？高齢者にはパソコンやスマホを
持っている世帯は少ない。西会津町のようにケーブル
テレビを設置し行政情報を画面で見れるようなシステ
ムを考えてほしい。

農家なので冬の農閉期に努力して現代社会に追いつ
いていきたい。今を要望も意見もありません。

マイナンバーカードがどのように活用されているかわ
かりずらいです。

スマート s ティ会津若松として個人に関わってくる事柄
を知りたい

利活用の幅を広げてもらいたい。

エネルギーについてもっと勉強したいので、学習の場
を設けてほしいです。全国規模、世界規模の勉強で
はなく、会津規模でよいのです。会津に住んで会津に
できることをしたいと考えています。

「ペコミン」「あいべあ」アプリ情報メール配信サービス
を”スマートシティ会津若松”を使用してみたい！

本当に知りたいことはこまかな事です。
自分で聞きに行くしかないと思います。

スマートシティ AiCT の入居状況と経済効果等の情報
が不足

ICT？＝スマートシティー？ モニターをさせてもらっているからいろいろわかります
が一言。実際どの程度役に立てている人がいるのか
知りたい。

3 級市道を舗装してもらうには、何が必要か分からな
い。

パソコンやネットになじめない市民は未だ多数居ると
思われる（高齢や家庭の経済事情など）私自身も情報
社会からの疎外感を感じるようになってきた。そのよう
なものが居ることを念頭に様々な方法、チャンネルを
使って情報を伝えてほしい。

今回、アンケートの用紙で市のＩＣＴ施策について知る
ことができました。そして、除雪率運行システムがス
マートフォンで確認することができることも知りました。
まだまだ、市の努力が伝わっていないので大変だとは
思いますが、認知が広がることを願います。

多岐にわたる情報を ICT や技術を駆使してまとめあげ
る作業はとても大変な事と思いますが、早くこの情報を
もとに未来の会津若松を築くための話し合いも必須に
なると思います。

若い人達より老人が多いこの地で、ＩＣＴを推進とかより
も、子ども達がもっとワイワイガヤガヤと過ごす街が見
たい。

今のところ特にありませんが
今後の中で理解しながら興味を持って参加していきま
す。

89



年齢未回答の方の回答

スマートシティとして取組を進めているのであれば、市
の HP をまず作り直して、HP で一括して情報を取得し
た。今の HP ではわかりづらい。
HP はダサくて開く気がしない。
情報の更新のスピードが遅いと感じる。
ペコミンは他地域を参考に再構築の必要があると思
う。真似をすればいいわけではない。

納税が半月とか１か月遅れただけで給与差し押さえさ
れたり公共事業などは入札した会社など早く終わる仕
事でも何か月もして何回も同じことをしているのだった
ら予算があまったら役所へ返金すればいいことだと思
う
少しの滞納があればすぐ差し押さえはひどすぎるし行
政の方の取り立てがサラ金なみでとてもこわい思いが
ある
親身になってもう少し相談にのってほしい
役所に行っても受けつけの方々も態度を改めてほしい

パソコン、タブレットを持っていないのでわからない。 老人が多いので急にはムリ。

特になし
もっと市民に発信を

手続き１つ１つ素早く待たせず接客してください
機械的な接客やめてください
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