
会津若松市の地域情報化に関するアンケート
1 調査目的

　このアンケートは、本市のＩＣＴ（情報通信技術）の活用を推進するための指針となる「地

域情報化推進計画（仮称）」を策定するにあたり、市民の皆さまから現状やご意見をお伺いす

るために実施するものです。

2 調査期間

令和元年８月19日（月）から令和元年９月２日（月）まで

3 回答方法

ア.インターネットによる回答

インターネットでアンケートの回答ができます。

スマートフォン等で右のＱＲコードを読み込むか、パソコン等で次の

アドレスにアクセスしてください。

http://www.task-asp.net/cu/eg/lar072028.task?app=201900064 

イ.郵送による回答

同封の回答用紙にご記入いただき、

回答用紙のみ同封の返送用封筒に入れて、切手を貼らずに郵便ポストにご投函ください。

※なお、インターネットによる回答をした場合は、郵送は不要です。

　

※皆さまからの回答についてはすべて統計的に処理し、本目的以外に使用することはありませ

　ん。

4 お問い合わせ先

会津若松市役所　情報統計課　情報政策グループ

電話 ：0242-39-1214　　　ＦＡＸ ：0242-39-1412

メールアドレス：joho@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

アンケートにご協力ください

あなたの声をお聞かせください

ODF文書を推進しています。



設問１：あなた自身について

問１.１ あなたの年齢について、１つお選びください。

設問２：インターネットの利用について

問２.１ あなたのインターネットの利用状況（電子メールの送受信、ＳＮＳの利用、ホームペー

ジの閲覧、オンラインショッピングなど）を１つずつお選びください。

問２.２ あなたが日常生活で便利に利用しており、今の生活に必須であると思うサービスを次の

中から選び、その理由をお答えください。

1. 電子メール

2. ホームページやブログ

3. ニュースサイト

4. SNS

（Twitter・Facebook・Instagramなど）

5. 通話アプリやボイスチャット

6. 動画投稿サイトや動画配信サービス

7. 通信販売（オークション・音楽配信・デ

ジタルコンテンツなどを含む）

8. ホテルや交通機関などの予約サービス

9. インターネットバンキング

10.地図や交通情報サービス

11.ゲーム

12.天気予報

13.利用しない

14.その他

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。具体的にご記入ください。

身の回りの様々なものや情報のデジタル化が進む現代において、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一方、全くインターネットに触れたことのない

方はそれらのメリットを受けられず、格差が広がることが懸念されています。
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ODF文書を推進しています。

パソコン 1 2 3

スマートフォン 1 2 3

タブレット端末 1 2 3

1 2 3

ほぼ毎日
利用する

ときどき
利用する

ほぼ利用しない
・持っていない

その他（　※ 　）

※例→「インターネット対応ＴＶ」「ゲーム機」などのインターネットを利用できる機器
　　　をご記入ください。

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

15歳未満 15歳以上20歳未満 20歳以上30歳未満

30歳以上40歳未満 40歳以上50歳未満 50歳以上60歳未満

60歳以上70歳未満 70歳以上

トピック



設問３：市の情報について

問３.１ あなたにとって情報の入手手段として最も重要・必要だと考えるものは何ですか。１つ

お選びください。

1. 新聞

2. チラシ、フリーペーパー

（無料の情報誌）

3. 雑誌・タウン誌などの書籍

4. テレビ

5. ラジオ

6. インターネット検索

7. SNS

（Twitter・Facebook・Instagramなど）

8. 動画投稿サイト（YouTubeなど）

9. メールマガジン

10.人との会話

11.その他

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。

（例：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

情報など）

　　

　

　

2
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オープンデータの取組について
市では、市が保有する行政情報（統計や各種調査データなど）を、住民の方に自由に使ってい

ただけるように積極的に公開していく取り組みであるオープンデータを積極的に推進していま

す。

市のオープンデータは、オープンデータポータルサイト「DATA for CITIZEN」で公開し、デー

タを活用したサービスやアプリも提供しております。

アドレス：https://www.data4citizen.jp

＜オープンデータの活用事例＞

市の人口統計データを利用して、地区ごとの人口をグラフで可視化するアプリを体験できます

アプリ名：会津若松市人口統計グラフ

アドレス： https://www.data4citizen.jp/app/developer/app/TOeoCtyCSV/html/index.html

　地区ごとにグラフで表示(アプリ )

ご存知ですか？

https://www.data4citizen.jp/
https://www.data4citizen.jp/app/developer/app/TOeoCtyCSV/html/index.html


設問４：市のウェブサイトについて

問４.１ 会津若松市のホームページを利用したことがありますか。１つお選びください。

（アドレス：https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp）

問４.２ あなたのライフスタイルや興味に応じて知りたい情報が届く地域情報ポータルサイト

「会津若松＋（プラス）」を開設しています。利用したことがありますか。１つお選び

ください。

（アドレス：https://aizuwakamatsu.mylocal.jp）

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。

（例：健康診断の結果が見れる、郵便物が電子的に受け取れる、工事中の道路が分かる

など）

3
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母子健康情報サービス

子どもの成長や年齢に合わせた情報の通知や乳幼児健診結果や予防接種履歴の閲覧など

子育てをサポートするサービスを提供しています。

利用するには、「会津若松＋」の登録が必要になります。

スマートフォンでサービスを利用したい方は、以下のＱＲコードを読み取りし、インス

トールしてください。

iOS【App Store】 Android【 Google Play】

除雪車運行システム

冬期間、市内を走行する除雪車の稼働状況を、お手持ちのパソコンやスマートフォンで

確認することができます。

アドレス： https://aizuwakamatsu.jyosetsu.jp

1. 利用したことがある 2.利用したことがない

3.ホームページがあることを知らなかった

1.利用している 2.利用したことがない

3.会津若松＋があることを知らなかった

もっと詳しく！！

https://aizuwakamatsu.jyosetsu.jp/


設問５：マイナンバーカードについて

マイナンバーカードは、氏名・性別・生年月日・住所・利用者本人の顔写真、マイナンバー（個

人番号）が記載されているプラスチック製の ICチップ付カードです。身分証明書やコンビニ交付

サービス等で利用することができます。

なお、通知カードは、マイナンバーなどが記載されている紙製のカードですが、顔写真はありま

せん。

＜通知カード＞ ＜マイナンバーカード＞

問５.１ 現在、あなたはマイナンバーカードをお持ちですか。１つお選びください。

1. 持っている

2. 持っていないが、申請中または取得予定

3. 持っていない、取得する予定もない

4. 交付されていることを知らなかった

問５.２ 現在、全国各地の自治体でマイナンバーカードを活用した様々なサービスが提供されつ

つあります。次のうち、あなたが実際に使ってみたいと思うサービスをお選びくださ

い。（いくつでも）

1. インターネット上で市の各種行政手続を行うために利用

2. 図書館の図書貸出カードとしての利用

3. 健康保険証や診察券としての利用

4. 医療機関の受診カルテやお薬手帳としての利用

5. 市役所や地元の商店などで使え、ポイントカードとしての利用

6. 母子健康手帳としての利用

7. その他

4
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コンビニ交付サービス

マイナンバーカードを利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書が全国のコ
ンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から自動で取得できるサービスです
。

毎日6時 30分から23時まで利用することが可能です （12月 29日～ 1月３日を除きます）

もっと詳しく！！



設問６：市のＩＣＴ施策について

問６.１ 市では、「スマートシティ会津若松」の取組を進めていますが、この内容について知っ

ていますか。１つお選びください。

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。

（例：会津若松市のホームページに関するご要望・ご意見

　　　会津若松＋に関するご要望・ご意見

　　　マイナンバーカード利活用に関するご要望・ご意見　等）

設問は以上です。最後までご協力ありがとうございました。
お手数ですが、ご記入後の回答用紙を返信用封筒に入れご返送ください。
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スマートシティ会津若松

本市では、ＩＣＴや環境技術などを、健康や福祉、教育、

防災、さらにはエネルギー、交通、環境といった生活を

取り巻く様々な分野で活用し、将来に向けて持続力と回

復力のある力強い地域社会と、安心して快適に暮らすこ

とのできるまちづくりを進めています。

こうした取組の総体が「スマートシティ会津若松」です。

ローカル情報交流アプリ「ペコミン」

現在地の周辺地図に、施設情報の表示やコメントの投稿をして、情報交換を行えるス
マートフォン向けアプリです。

iOS【 App Store】 Android【 Google Play】

情報メール配信サービス「あいべあ」

防災情報メールなどのメールマガジンを購読したり、グループ内で連絡網として利用す
ることができます。

右のＱＲコードを読み取って空メールを送信して登録することで火事や

クマ出没などの「防災情報メール」を購読することができます。

1.知っている 2.名前は聞いたことがある 3.知らなかった

ご存知ですか？
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