
性別

男性 52名 47%

女性 50名 45%

( 未回答 9名 ）

年齢

19歳以下 0名 0%

20～39歳 6名 5%

40～59歳 19名 17%

60歳以上 85名 77%

（ 未回答 1名 ）

4%配布部数 2,970部 111部

広報おおいアンケート調査　集計結果

回収 回収率

男性

47%

女性

45%

未回答

8%

図１ 性別比

20～39歳

5%

40～59歳

17%

60歳以上

77%

未回答

1%

図２ 年齢比



質問１ 『広報おおい』をどのように読んでいますか。

54名 49%

50名 45%

4名 4%

0名 0%

2名 2%

（未回答 1名 ）

質問２

0名 0%

0名 0%

0名 0%

0名 0%

（未回答 0名 ）

１．すべてをじっくり読む

２．必要・関心のあるところだけ読む

３．見出しや写真だけ目を通す

４．ほとんど読まない

５．その他

質問１で「４．ほとんど読まない」と答えた方にお聞きします。

読まない理由をお教えください。

２．広報紙は面白くないイメージがあるから

３．役に立つ情報がないから

４．その他

その他　記述内容

・19ページを特に注意深く読む。

・すべてを読む

１．以前は読んでいたが面白くなくなった

1
49%

2
45%

3
4%

5
2%

図３ 質問１比率



質問３ ページ数についてお教えください。

1名 1%

94名 87%

9名 8%

4名 4%

（未回答 3名 )

質問４

・地域のカルテ（名田庄診療所（中村医師）のコーナーなど）

・戸籍の窓（おくやみ、結婚情報、冠婚葬祭など）

・特集ページ（初頭のページ、イベント記事、特集記事など）

・すべて（全体、隅々まで読了など）

・カメラでスケッチ（写真、地域の出来事など）

・おおい情報局（イベント情報、情報局など）

『広報おおい』でどの記事（コーナー）に注目し、読まれてい

ますか。（複数回答可）

１．多い

２．ちょうどよい

３．少ない

４．その他

その他　記述内容

・これくらいで良い　・号外などがあると良い　・内容により増減する方が良い

・わかりません　　　・中身は多くてもよい　　・プラス１～２頁ならＯＫ

1
1%

2
87%

3
8%

4
4%

図４ 質問３比率



・地域包括支援センター通信

・お～い☆つうしん（地域おこし協力隊ページなど）

・大飯発電所トピックス（おおい原電のページなど）

・新年に掲載される町長のあいさつ記事（町長の意気込みが見れるからなど）

・町民へのインタビュー記事（町民が大きく取り上げられている記事など）

・編集後記（担当者のあとがきなど）

・行政面と健康面を中心に見る

・職員のあいさつ

・表紙

・町の状勢（予算など）

質問５ 『広報おおい』への要望があればご記入ください。（複数回答可）

26名 25%

２．町民の顔や主張をもっと掲載してほしい 34名 32%

31名 30%

14名 13%

（未回答 18名 ）

その他　記述内容

・建築や土木工事状況をもっと詳しく　　　・各地区の情報をシリーズ化

・旧大飯町、旧名田庄村の情報を！　　　　・人づくりや大先輩の体験談

・町長の視察研修など　　　　　　　　　　・これで十分

３．情報量を増やしてほしい

４．その他

１．特集を増やしてほしい

1
25%

2
32%

3
30%

4
13%

図５ 質問５比率



質問６

■町民の趣味や特技などについて声が聴けるコーナー

・趣味を通して頑張っている人（２月号の８，９頁がよかった）

・皆さんが親しみを感じる趣味や特技を書いてほしい

・農林業に携わっている若者の体験談を知らせてほしい

・若者のおおい町に対する率直な意見

・高齢者の活躍

・町内で活躍している人の紹介

・世代別の特集記事等

・現役の人やOBの人の意見や県外の人の情報も記事にしてほしい

・おおい町の伝統行事などを紹介しては？

・区ごとに行事やまつりなどの照会（毎月）

・各集落の自慢や珍しい行事など、集落単位の情報（毎月）

『広報おおい』でこんな記事（コーナー）があれば良いと思う

こと、取り上げてほしいテーマなどがあればご記入ください。

（原文のまま掲載させていただきます。）

・今、こういうことを頑張っていますとかチャレンジしていることを取り

　上げてほしい例えば、小中学校の部活動など

・町内の良いところ町民に伝アピール大事。町内の企業紹介コーナーや各

　区で取り組んでいる内容などをシリーズで紹介してみては？

・子どもたちや若者たちの頑張っている話題にも興味ある。意見が聞きた

　い。シニア世代の人の活動にも興味がある

・町民の趣味や特技の達人紹介と勧誘コーナー、地域サロンの紹介、サー

　クル活動の紹介、青年の主張など

・町民一人ひとりが暮らしていく中で、ちょっとした気づいたこと、楽し

　かったことなどを投書できるコーナー、また、趣味、夢などを気軽に投

　書できるコーナー

・おおい町の内でも技術のある人があるだろう。米作り、野菜作り、特産

　などの話しを聞きたい。

■おおい町のことがもっとわかるようになるコーナー



・各地区の行事をもっと取り上げて知ってもらう

・行事予定や町民参加の行事予定など

・町民がおすすめスポットを紹介するコーナー

・名田庄と大飯地域で難しいと思うが、どう言って良いか不明。

・郷土の歴史コーナー

・郷土色あふれるものが楽しみです

・子どもたちを対象に、地元の歴史や偉人をわかりやすく

■町政について

・各課のメイン事業をわかりやすく

・廃棄プラスチック、ごみの分別の問題（現状）

・町として取り組むべきこと（SDGｓ）

・地球温暖化などの環境問題

・防災関係各種情報を毎回取り上げるべき

・町の行事

・文化協会各種グループ活動、農林漁業の活動状況

・まちづくりに町が力を入れていることを具体的に、ビジョンも

■町外の情報

・地域おこし協力隊も悪くはないが、町民からの政策提言をうけそれに

　回答する記事がほしい、町民の積極的意見を受ける

・おおい町にない土地の空いているところに商業を記事に　してほしいの

　とわかっている事は取り上げてほしい

・町内のことが多く書いてあると読んでみたくなる。写真を増やしてみて

　もいいと思う。お得な情報が増えるといいです

・道の駅の商品を紹介してほしい。地元で作られる良い商品の特集、宣伝

・各地区の人口数（大島は各区ごと）、できれば、0～6歳、7～12歳、

　13～15歳、16～18歳、20代、30代・・・と年齢、年代ごとに

・田舎を離れ都会に住み着いている人たちの故郷の想い出コーナーを募集

　したらいかがですか？



・各町村の何か良い記事を載せていただきたいと思いました

・おおい町出身の人が他県で頑張っている（活躍）話題に興味がある

・おおい町以外の珍しい情報や素敵なこと

■町内企業の情報

・町内の「オンリーワンの企業や人」の紹介

・町内の求人案内、企業の紹介など

・おおい町の求人情報

・若者が働きやすいおおい町内の企業の紹介

■その他

・他市町を参考にしてください

・頭の体操たのみます

・季節の料理、ストレッチ

・地球温暖化と野菜の種類が蒔種の時期（適期）について

・図書（書籍名で）おすすめの本とか、新本情報とか、図書館の情報

・海や山や川の情報をたくさん知りたい

・現状のままでよい

・流行した感染症発生状況

・旧大飯町と旧名田庄村を分けて情報掲載してほしい

・小中学生の通学路（ボランティアが増えるのでは？）

・料理のレシピ、お店や人の紹介

・学校行事etc、子どものコーナー

・あまりにも旧名田庄村の情報が多い

・毎日の食事で献立に悩みます。料理コーナーがあればいいなと思います

・我が家の節約術コーナー、リサイクルできるものを使用した日用品など



質問７

・役場職員の異動や町の事業の担当職員や課が町民に見えるものにしてほしい

・小中学校での事業、各サークルでの事業

・４月移動のときの町職員の配置（ＪＡの広報のようなもの）

・水上勉の特集は秀逸であった。

・人事異動や職員の配置および組織体系と職員名を載せる。

・町外から転入してきたので、おおい町の行事などを知りたい。

・綴りファイルがいっぱい。

・カラー写真が多く、見ていて楽しいです。

・重要なことを簡潔に載せてください。

・身近な情報を参考に行事に参加しています。

・楽しみに見ています。これからも興味深く読ませてもらいます。

・これからも楽しみにしています。

・水上勉の特集の続きが読みたい。

・何をしているかわかりにくい写真がある。

・２０～３０年分の広報紙を保管しています。

・遠くに住んでいる息子が毎月ネットで見ています。

・もっと町民の写真を載せてほしい。

・町内の無形、有形文化財の記事があれば良いなと思います。

・シンプルなつくりで、とても読みやすいです。

・表紙の“かこみ”はいらない、巻末へ。

・小浜市広報紙に比べ、やや内容的に軽いなーと…思う。ただし中村先生の

　シリーズは良い。

・広報紙はおおい町唯一のニュースなので、辺地に住む高齢者にも多くのニュー

　スを取り上げてほしい。

『広報おおい』に対するご意見、ご感想があればご記入くださ

い（原文のまま掲載させていただきます。）

・本庁の危険個所をピックアップした写真を広報紙、これを基本に優先順位を決

　め安全安心の対応策を講じる。



・町内の様子がよくわかり、ありがたいです。

・特集を増やしては？

・少子高齢が進む町の対応、対策問題。

・編集後記が面白い。

・以前にもありました！各地区での伝統料理を取り上げてほしい。（伝承料理）

・字数・字の大きさや絵などちょうどいいと思います。

・申し訳ないですが、新年のあいさつはまったく読んでいません。

『広報おおい』に対するご意見、ご感想があればご記入ください。

・各号を拝読を通して何か一つ特技を身につける努力を重ねています。

・問題意識を持てる内容を考えてほしい

・郷里を離れると毎日懐かしい、ほのぼのとした読みごたえ。

・生涯学習掲示板の写真をカラーにしてほしい。

・大飯発電所とっぴくす一番気になります。

・毎号楽しみにしています。

・高齢者福祉サービスについての連絡方法などわかりやすい記載をしてほしい。

・ふる里の事がよくわかりうれしいです。ありがとうございます。

・下森氏の文は、非常に良かったと思いました。久しぶりに広報が面白かった

・ずっと前から「広報おおい」を送っていただき、毎回楽しみにしています。

　今後もおおい町が益々発展することを望んでいます。

・いろいろと大学との研究会などを広報されておりますが、本当に町のために

　効果があるのですか？

・生涯学習掲示板とぶらっと通信、その上チラシと、一つの内容のものが重複

　するものが毎月多い。もう少し集約して他の記事にされたい。

・縦書きは読みにくいので、横書きにしてください！高浜町の広報紙を参考に

　してください！読みやすいです。

・広報と他のチラシを一緒にする。紙の無駄！20名募集に全戸配布はもったいない。

・広報おおいを綴るファイルをできたらいただきたく思います。長い間途切れている。

・No.166は内容もよく、写真も大きく多く楽しく興味深く読ませていただきました。

・地域のカルテ中の中村先生の写真が数年前から変わっていないので、変えた方が良い

・水上勉生誕100周年がとてもよかったです。凄く読みやすくて面白いと感じました。



・オールカラー印刷にしてほしい。

・今後は近隣の情報とそのつながり

・現在の内容でいいと思います。

・住みよいおおい町にするために県外からたくさん来るものをやってほしい

・毎月楽しみにしています。新聞も取っていないので、情報案内はとても助かる。

・県外在住者にまで送付くださり、感謝申し上げます。

・広報おおい７０点

・紙質が良すぎる気がします。写真は綺麗ですが……

・特集、情報の発信がマンネリ化しているので、他市町・他県の広報紙を参考に

　勉強して、おおい町独自の広報紙となるように仕上げてほしい。（収集してお

　こうと思えるものとなるように）

・町長の新年のあいさつの中で、世界の目線や日本の目線でもっとおおい町の

　これからの産業の取り組みについて語ってほしかった。今のうちにこれから

　の若者のために種を蒔いておくべきではないか？

・コラムもあると良い（私は毎日福井新聞の「越山若水」を拝見している）季

　節、人物、歴史、タイムリーな話題など

・町への思いのこもった編集・記事内容で、町民の皆さんにとっても読みやす

　く、興味深いものと思います。故郷を離れた私にとって、故郷を知る大切なも

　のです。

・町の関係団体の配布物（チラシ）が多くあるが、「広報おおい」の掲示板と

　の協賛で、配布物を減らせるのではないか？（例：ページ増）

・貴重な情報源です。HPもありますが、いつでもどこでも見れる、特に高齢者にも


