
「広報しまもと」読者アンケート結果

ご意見一覧（意見なしについては省略）

No 内容

1

・子育て世帯向けの情報を充実させてほしい。(各地域で開催されている育児サロンの日程など。自分は町内の貼り紙を見かけてたまたま知ったが、育児サロン
の存在を知らない人も多いため広報にも載せてほしい)
・JR駅前開発の進捗状況について書いてほしい。署名活動で話題になっていた時ですら広報には何も書かれておらず不自然さを感じたぐらいこの件に関して記
載が少ない。

2
9月から議会だよりと一緒になりました。
もっと写真や、議案や提案への一人一人の態度、誰が何をしてるのかを、わかりやすくしてほしいです。

3
JR西口再開発の工事の進捗状況などを詳しく載せてほしいです。
住民の関心は高いと思います。しかし高齢の方はあまりネット見ないと思うので、紙ベースならご覧になるかなと。

4 JR島本駅西土地改良整備工事の進捗状況の状態が知りたい。

5
JR島本付近工事の進捗状況を毎月知らせて欲しい。

6
PDF画像でもいいのでWebでも読めるようにしたら、スマホでも見れるのでいいなと思いました。
ただ、文字が小さくなって拡大するのに少し手間がかかるかもしれませんが。。

7

あまりにドメスティック。
数字を出す場合は、もう少し他地域との比較が欲しい。
別にそれが数値的に悪くても、それを改善していこうという論調であれば地域活性化に繋がるのにと思う。
あと、こんな小さな町なのに情報発信が一方通行過ぎる。
もう少し町民の声を気軽に集約するものがあって良いと思う。
LINEの道路補修の通報くらい、気軽に思った意見を集約するツールを取り入れたらどうかと思う。

8 いつも　表紙の写真など楽しみにして拝見させていただいてます。

9
いつもありがとうございます。
年代によって必要な記事も変わると思いますが、し尿・ゴミのページは必要なのでしょうか？

10 いつもゴミのページを見逃してしまうので最初の方に書いて欲しい

11
いつもじっくりと読んでいます。内容も満足してますが、広報誌としては立派すぎます。財政難、もう少し質素でもいいのではと思ってます。紙質などもう一度考え
て欲しいです。

12 いつも楽しく見ています！

13 いつも楽しく読ませてもらっています。島本町の情報がたくさん分かりとても役立っています。ありがとうございます！

14

いつも楽しく拝読しておりますが、（最近はコロナでイベント事が行われていない事もあって）事務的な記事が多いので例えば町内のお店を毎月1〜2軒ずつピック
アップし、お店の人の人柄や商品、オススメ品などを載せてもらえると新しい発見があったり買いたい物が見つかりやすいと思います(^^)
同じように役場の方たちも順番にピックアップして頂ければ、島本の為に働いて頂いている内部や顔ぶれを知れて、町民も協力しようという気持ちになるのでは
ないでしょうか。
顔が見れる地域関係は小さな町ならではの魅力だなと思います。

15
いつも読ませてもらってます。
新聞から冊子に変わりカラーも増えて読みやすいです。でも、青っぽい（字は黒）ページは、私的には読みにくいです。

16
お金がかかってるように思います。
紙も印刷も。
綺麗なのはいいけど、コストダウンを考えて欲しいです。

17 お得なお店等の情報、クーポンなど

18 カラーで読みやすいです。毎月読ませてもらっています。子育てイベントをよくチェックしています。

19 カレンダーのページを最初の方にして下さると便利かもしれないです

20

このLINEでも見ることは、できないでしょうか？
もしくは、webへ誘導されるとか。
紙媒体以外でも、見たい。
あと、コマーシャルを兼ねて、町内のお店のクーポンとかあると、もっとみんなみるのではないでしょうかか？

21 これからも楽しみにしております。

22
これから自然災害がもっと増えると思いますが、備えるためにまた避難場所の確保と対応がきちんとできているのかという情報が写真付きであれば安心です。ま
た避難所まで行っても無秩序なら何にもならないので、経験豊富なリーダーが各避難所にいてくださるようにしてくださると助かります。その情報もあればいいな
と思います。

23 コロナでイベントが減っているので仕方ないが、町民へのインタビュー記事などは住民同士のコミュニケーションの一助になるので、充実させてほしい。

24 コロナ禍のなかの楽しい計画があれば…

25 コロナ対策、啓発

26
しっかりやってくれてはると思います。
しいて言うなら、健康診断の予定表は、健康に関わることなので毎回掲載しておいてほしいくらいっす。

27 すうどくを入れたり、親しみやすい文面を希望します。

28 テーマによって、ページの色分けをしていただくと、どの情報なのか分かりやすく、必要なページから読むことができて便利かと思います。

29 とくにありません

30 どこに、何があるか解りにくい。いぜんのほうがよかった。

31 ページ数が多く、読む気にならない。以前の新聞形式でよかったのでは。

32 ペーパーレスを意識して、PDFなどの電子データだけでも良い。但し、年配者には紙は必要と思うので配慮は必要ですが。

33
マンションや一軒家ができて今までなら町内移動が多かったようですが、町外からの人も増えているようなので、島本町のお寺、神社、旧跡、などを
月1件写真付きで掲載したらどうでしょうか。

34 みんなの広場を以前の広報（冊子になる前の新聞の大きさの広報）の時のように詳しく掲載していただくとわかりやすいように思います。

35 もっと雑誌っぽく、目を引く様な記事の作り方にした方がもっとみんな興味を持つように思います。

36 もっと町民の写真を沢山載せて欲しい

37
ようやく冊子タイプになれてきたが、あまり読みたいと思わなくなった。以前の新聞タイプの方が見たい内容が一目で分かり簡単で良かった。できるなら元に戻し
てほしい。



38
リアルタイムな情報を発信したりするため、広報しまもとのWeb版のようなものがあっても良いかもしれません。
そのような情報は島本町HPにあるのかもしれませんが、特定の部局情報まで入っていかないと参照できないことが多いように感じます。
そのような情報を広報しまもとWeb版でまとめていただけると助かります。

39 レイアウトで読みにくい時がある。

40
街ならではの小ネタや話題等が有っても良いのでは？特定の場所や人に偏るのは良くないですが、以前のコミミズクの話題みたいにその様な話題の記載も良
いかと思います。

41
学校の行事なども取り上げてほしい

42
議会の内容を省略しないでほしい
住民からどのような意見があったかも載せるべき
私の声の統計や分析を載せてほしい

43 教育や保育の取り組み記事が少ないように思う。

44
掲載済なら破棄願います。
島本町役場の各職場紹介コーナーとして住民との関わりやアピールする情報などを掲載して欲しい。漫画形式でも良い気がします。

45

月１回発行になって紙面が増えて、正直「こんな大量にお伝えしたいことがあったんだ」と驚きでした。
テーマページもカラーで印象付け効果があります。
ときに、自分が知りたいこと(そういう時はたいてい何かに困っている)がどこに書いてあるのか(どこの課の取り扱いか)わからなくて更に困る、ということがありま
す。
(自分がまじめに読んでいないからではありますが)

気安く訪庁しにくい時節柄、情報誌としての広報には期待が大きいです。

46
健康に関す記事

47

現在、町内で行われている土地開発・工事の進捗状況や完成予定図とかをきっちりわかりやすく記事にしていただきたい。
身近で工事中な場所があるが、何が出来ていていつ完成するのかとか不明なものがある。
工事中で、日常生活に不都合が生じていたり
道路を工事車両が行き来して通りづらいことがあったするので、工期とかを明確に掲載してもらうと安心する。

48

広報しまもと の見やすさ等は、悪くないと思います。ただ、形状について、 長期の保存版というわけでもない割にお金をかけてるように思います。現在の『冊子』
に変わる前の 以前の広報の 形で良かったのではないかと思います。
中身の改善も大切かと思いますが、形状についても考えさせられます。カラー刷りで、カチッとした今の冊子の形は、経費の無駄遣いだと感じています。

販売されてるものを購入するわけでもないわけで。

49
広報しまもとの最後のページで島本町内の方の写真とか掲載されてインタビュー記事がとても良かったです。

50 行政や行事などへの町民の声（意見、感想他）も広報で読みたいです。

51 高槻バルみたいな島本バルを開催してほしい

52
高齢者向けのページについて。
インフルエンザ無料の件で独り暮らしの70代の母に広報見た？と聞くと、見たとはいうものの肝心の情報を知らない事が多い。
高齢者向けのページだけでもカラーにする、文字を大きくする、目に止まるようにインパクトをつけるなど、工夫をすると良いと思う。

53 今、現在コロナの問題で大変ですが…もうちょっと、コロナの対策を掲載してほしいてす。具体的に、ふれあいセンターの利用はどうなっているのか？など

54 今のところはないのですが、またこんなアンケートを実施してください。

55

最近はホームページをみたり、ラインアプリで必要な箇所を見る。
ホームページは全く見たい知りたい箇所に中々辿り着かなく、わかりにくい‼️‼️
高齢者の方は、本当に困っておられます。
ホームページを簡素化見やすく、他の市町村のを参考に、勉強して欲しい‼️
友人曰く、枚方市のは分かりやすいとおっしゃてました。
一度考慮願いたい‼️‼️

56
災害時の危険場所の再確認。ハザードマップは配られているが、再度の確認のため、縮小版を載せてください。

57

冊子タイプになってからの可読性が格段に上がりました。
新聞タイプは大きく広げなければならない時もあり、必要な紙面のみをササッと目を通すだけの時もありましたが冊子タイプは本のようにじっくりと読めるのが嬉し
いです。
個人的にはもう少し町内の商店などにフォーカスをあててほしいところですが公平を期すという観点からは難しいかもしれません。

以前の災害時のハザードマップもとても良かったですが、高齢者には少し難しいかもしれません。
また、島本町公式LINEももっと周知できれば万が一の時に備えられるのではないでしょうか。

58
冊子になってから、読み応えがあり楽しんで読んでます。
写真もふんだんにあり、見やすいです

59
冊子の形になってから、とても読みやすく、保存もしやすくなりました。
記事も読みやすく暖かみが伝わります。

60
子育てに関する記事がもっとたくさんあると良いと思う。
島本町の今後の活性化についての記事が読みたい。

61 子育て関係

62 子育て支援の情報をもっと増やして欲しい

63
子育て情報をいつも気にして読んでいるので、もっと色々詳しく載せて欲しい
島本駅西側の開発についても逐一工事状況報告が欲しい

64
子育て中の為、子育てページを重点的に読んでます。
町内の子育てサロンや、パンダの家の情報も載せて欲しいです。

65
子供達（小学校、中学校）の様子の取材記事を毎月掲載してほしい

66
自治体規模が小さいせいもありますが、働いているものにとって、別に必要な情報はない。
子供がいても、町内の学校に通っていなければなんの関係も恩恵もない。

67 写真が多すぎます、記事欄を再考しマンネリ化を改善するか、ページ数を減すかですね。住民の声を聴く欄等あるとよいですね

68 週末に送られてくる、今週のバックナンバーのようなシステムは、とても助かる。



69

住んでいながら知らない、今現在の「余分な」情報を得たい。

島本町の旬カレンダー:写真付き（どこの木がいつ見頃とか、鳥が鳴く時季場所とか、水無瀬川蛍が飛ぶ期間、観察スポットとか）
島本駅周辺開発スケジュールと詳細（楽しみ）
町内に新規開校した青凌中高訪問レポート
おすすめ町内散歩コース
図書館便り（前月読まれた本のベスト10など）

70
書きたいことはたくさんあると思いますが、すべて書いているとスペースが足りなくなるとは思います。
また、本来の目的とはずれているかもしれませんが、広報誌自体が町民同士の交流の場にならないかな、と思っています。

71 小学生から大人まで興味を持てるようになるとよいと思う。

72

情報が町から一方的なので読者の投稿コーナーがあるといいですね。
毎月テーマを決めてコメントを募集する。
「今年の豊富」「今はまっていること」など。
子どもやペットの写真コーナーもあるといい
な、「生まれました」みたいな。

73 色使いや文字の大きさが単調で、大切な記事やお知らせを見落としがち。

74 図書館情報等をもう少し増やして欲しい。

75
昔のの広報しまもとよりはダイブと読みやすく見やすくはなったと思います。
高槻市の広報みたいに阪急水無瀬駅やJR島本駅に置くことは出来ないのかなと思います。

76
線引きの難しさはありますが、イベント情報を幅広く載せてもらえるとうれしいです。

町内の企業や人、団体にフォーカスした記事を読みたいです。

77
前の月二回の、ペラペラな広報も読みやすくて、良かった。
今のは表紙とかきれいですね。

78 他の媒体と併用もご検討いただきたい。

79

体力づくり教室の紹介をして欲しい。
体育館内の掲示板に募集のポスターが貼ってありますが、わざわざ体育館内に入らないと見られないので、広報で参加者の募集などが拝見できればいろいろ
参加してみたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

80
大人も子供も含め習い事について知りたい。
体育館やふれあいセンターでしているものはもちろん商店だけでなく習い事教室の位置を含め知りたい。

81
地域に住まわれてる方の声。
（どんなことしてるかとか、地域のホットな場所、お気に入りの場所とか）

82
地域のイベントに参加された方の写真やインタビューを楽しみに拝見しています。知人が載ってると嬉しいです。最近はコロナでイベントが無くて残念ですが、ま
た復活した際には楽しみにしております。

83 町のスポットや美味しいもの、

84
町の歳時記や当該時期の歴史。
島本町の発足以前の歴史を含めて。

85
町の避難所開設&運営に対するもっと具体的な動きを踏まえた方策を毎回盛り込んでもらいたい。隣の高槻市とはかなり異なり、「町は何もしませんので自分た
ちでやってください」という感じにしか受け取ることができないので。

86 町議会での議事一覧及び主な内容、発言議員名記載希望。

87 町政の現在の問題点が分からない。

88 町長さんの積極的な活動内容があまりわからないので、町長さんのページを作ってほしい。

89 町内で活動している文化、スポーツの教室や団体の紹介をもっとしてほしい

90 町内の仕事募集が知りたいので掲載して欲しいです。

91 町内の店舗情報とかが載っていると嬉しいです

92
町内人口推移の記事があれば面白いと思う。
水無瀬在住であるが、尺代地区や大沢地区のことをあまり知らず興味があるので、時々特集や行事のお知らせなどがあると面白いと思う。

93 町民のフリーな意見交換のコーナーを設けて欲しい。出来れば年代別がいいかも。

94 町立体育館の無料開放日を増やしてほしい

95
転居して浅い高齢者です。横のつながりが欲しい、コロナで外出もままならない、何から始めたら良いのか　　　高齢の方々貴方は何を楽しみで生活しておられ
ますか？小さなお子様をお持ちの方には、いろんなサークル、支援があります。　　何かの団体に属さないと高齢者が気楽に集まりお話しする場はないのでしょ
うか？　　島本在住の高齢の皆様の楽しみ、生きがいなど特集して下さい。

96 伝えたい大切な事を完結に、文書にする事が大切だと思う🙏

97
島本で活躍している方の紹介等、
島本に住んでいる方々にスポットを当てた特集

98 島本の店の人のインタビュー

99
島本町には素晴らしい生き物の生息環境があると思います。ホタルやカワセミ、今は珍しいと言われるアカトンボなどなどたくさん見られるのが町の良いところだ
と思います。島本町で見られる生き物の特集がみたいです。それか毎月特集して紹介して欲しいです。

100 島本町内での、楽しめる場所企画など詳しく欲しいです。今コロナ渦ですので

101
島本町内にあるお店や企業さん、病院や学校など取材して、こんな事頑張ってますとか、お得情報(広報しまもと見たよ！って言ったらサービスするとか)あると楽
しみも出来るかな？と思いますが、いかがでしょうか？

102 島本町内のお店を紹介するページの作成を希望します。

103 島本町内のお店紹介などを載せてほしい

104 島本町内の穴場的場所やお店等々の紹介記事

105
島本町内の工事情報、道路整備情報などを
記載していただきたい。

106 島本町内の店の紹介

107 島本町内の店舗のインタビュー等

108
特集記事や予定通知などは別にしてほとんど同じ流れのページ建てになっている、広報紙だから当然なんでしょうが興味をひく力がないように私は思います。特
に毎月手作り市、〇〇市が大きく取り上げています、他に町内で報道に価する企画がないのかな？と思います。



109 内容は良いのですが、カラーでなくていいのでは、財政難と聞いていますが、お金のかけすぎではないですか。

110
南海トラフや高槻断層における地震で、名神高速道路が崩れ落ちた場合、高速道路より山側に在住している町民は八方塞がりになってしまうので、どこにどのよ
うに避難すれば良いか

111
配達の方のミスかも知れませんが…他の地域はポストに投函されていますが、今月9月号は　未だに配達されていません。
毎月末　楽しみにしていますのに残念です❗️私はネットで見たので　大丈夫なのですが、主人や隣の人は　配達されてないので…情報が分からず困っています❗️

112
必要な情報が探しにくい。
もう少し整理してほしい。

113 表紙の写真やコーナーなど、手に取りやすく読んでみたいように工夫されていて、面白いです。知らなかった町の情報もあって、毎回楽しみにしています。

114 表紙や巻頭特集の、写真や見せ方に工夫を凝らしていらっしゃるのが伝わります。毎月ありがとうございます。

115
表紙を島本町をローマ字でなく、ひらがなで「しまもと」で示さないと高齢者には広報とは解りにくい。中身もごちゃごちゃして見にくい。大事な記事が小さくて要ら
ない記事の写真が多すぎ

116
福祉関係の記事に興味があり、よく拝読していますので、これからも載せて頂けたらと思います。あと、工事等々の記事も合わせ載せて頂けたら車の運転に気を
付ける事も出来ると思います。

117
文字ばかり並んでいて単調な感じがします。
もっとイラストや写真を入れしてどの年代の方もが読みたくなる物になればと思います。

118
文字は大きい方がいい。報告は構わないが、大切なお知らせ欄だけでも大きな文字で、簡潔に、見逃さないようにしてほしい。コロナの注意喚起は切り取って貼
れるようになっていると良かった。

119
保健コーナーの申し込みの電話番号が判りづらい。
申　電話で申し込みとあるところに、表記してある方が判りやすい。

120
保健コーナーは欠かさず見ています。
コロナも増えてきて心配です。
インフルエンザの予防注射💉をしようと思います。

121
毎月同じような内容が載っている。
また、高齢者向けの記事と子育て世帯向けの記事が主になってくると思うので、2種類に分けてもらえると読みやすい。(子育て世帯向けは配布せずに、ホーム
ページに掲載でも良い)

122 幼児、子供関係の記事は詳しくチェックします。町内にある幼稚園や保育園、小学校(公立、私立)などの様子がわかるような記事があると嬉しい。

123 老人・障がい者の福祉に関してもっと充実して欲しい。


