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アンケート回答フォーム 

https://logoform.jp/f/DilCG 

 

中川村のホームページ等に関するアンケート調査 

 

中川村では、広報紙（広報なかがわ）をはじめ、ホームページや各種メディアなどを通じ

て、村民のみなさんに行政情報をお届けしています。 

村民のみなさんに向けてより充実した広報を行うために、この度、無記名のアンケート調査

を実施いたします。 

みなさんには大変お手数をおかけしますが、調査にご協力をいただければ幸いです。お忙し

いところ恐れ入りますが、ご協力の程、お願い申し上げます。 

令和５年１月 

中川村役場総務課 

 

アンケート回答方法 

次ページからの調査票にご記入のうえ、役場窓口、チャオ情報発信コーナー、図書館に設置

のアンケート回収箱か、農業観光交流センターの役場行きポストへ提出してください。 

 また、以下のアンケート回答フォームでも受付を行っています。（回答フォームからご回答い

ただいた方は調査票の提出は不要です。） 

 

 

 

提出期限 

令和５年２月 28 日（火） 

 

その他 

・ このアンケート調査は選択式です。調査票に名前を書く必要はありません。 

・ ご回答いただいた内容は、全て統計的に処理したうえで分析いたしますので、個人が特定

されることや、ほかの目的に使用することはありません。また、個人情報については法令

に従い厳正に取り扱います。 

 

ご記入に当たってのお願い 

・ 当てはまる回答の番号を○で囲んでください。自由に記入する設問もあります。 

・ 「その他」を選択した場合は、番号を○で囲み、（ ）内に具体的にお書きください。 

 

  
お問い合わせ 

〒399-3892 中川村大草4045-1 

中川村役場総務課広報情報係（６番窓口） 

℡:0265-88-3001（内線12） FAX:0265-88-3890 
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「中川村公式ホームページ(https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/)」について 

【問1】 村のホームページをどのくらい利用していますか。１つだけお選びください。

1. 日常的に利用している 2. 必要な情報を得たいときだけ利用している 

3. ほとんど利用しない ⇒問7へ 4. 利用したことがない ⇒問7へ 

【問2】 村のホームページを利用する主な目的は何ですか。１つだけお選びください。

1. 必要な手続きについて調べる 2. 村の施設を調べる 

3. イベントや健診の情報を入手する 4. 村政について調べる 

5. その他（          ）  

【問3】 村のホームページで、あなたが必要な情報は探しやすかったですか。１つだけお選

びください。 

1. とても探しやすかった ⇒問5へ 2. 探しやすかった ⇒問5へ 

3. 探しにくかった ⇒問4へ 4. とても探しにくかった ⇒問4へ 

5. 情報を得ることができなかった ⇒問4へ 

【問4】 問3で「探しにくかった」「とても探しにくかった」「情報を得ることができなかっ

た」を選んだ方にお伺いします。村のホームページで情報を探しにくかった理由は

何ですか。あてはまるものを全てお選びください。（いくつでも○印） 

1. 情報の分類（構成）が分かりにくい 2. 情報量が多すぎる 

3. タイトルや文章が分かりにくい 4. 画面（ページ）の操作が難しい 

5. デザインや色使いが見にくい 6. その他（             ） 

【問5】 中川村ホームページでよく見るカテゴリは何ですか。あてはまるものを全てお選び

ください。（いくつでも○印） 

1. 移住・定住 2. ごみ・環境 3. 防災・防犯 

4. 観光・イベント 5. 公共交通 6. 健康・医療 

7. 福祉 8. 子育て 9. 税金 

10. 教育 11. むらづくり 12. 産業 

13. スポーツ・文化 14. 特になし 15. その他（      ） 

【問6】 今後、村のホームページに期待することは何ですか。あてはまるものを全てお選び

ください。（いくつでも○印） 

1. 情報掲載の速さ 2. 情報の正確性 3. 内容の分かりやすさ 

4. 検索のしやすさ 5. デザイン性の良さ 6. 行政手続きができること 

7. 音声や動画による情報提供 8. その他（                ） 

調査票 
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【問7】 問1で「ほとんど利用しない」「利用したことがない」を選んだ方にお伺いします。 

村のホームページを利用しない主な理由は何ですか。１つだけお選びください。 

1. 村の情報（事業や行事、お知らせなど）に

関心がない 

2. 必要な情報が見つからない 

3. ホームページを見る環境（パソコン、スマ

ートフォンなど）がない 

4. その他（          ） 

「中川村ブランディングサイト(https://nakagawa-village.life/)」について 

【問8】 「中川村ブランディングサイト」をご存じですか。１つだけお選びください。 

1. 知っている ⇒問9へ 2. 知らない 

【問9】 「中川村ブランディングサイト」をどのくらい利用していますか。１つだけお選び

ください。 

1. 日常的に利用している 2. ほとんど利用しない 

3. 必要な情報を得たいときだけ利用している 

【問10】 「中川村ブランディングサイト」に関して、ご意見などありましたらご記入くださ

い。 

 

 

 

村の広報紙「広報なかがわ」について 

村政の最新情報などをお知らせする広報紙です。毎月１回、地区などを通して各世帯にお配り

しています。また、村ホームページにも掲載しています。 

【問11】 「広報なかがわ」を読んでいますか。１つだけお選びください。 

1. 毎月読む 2. ほとんど毎月読む 3. たまに読む 

4. ほとんど読まない 5. 読まない  

【問12】 「広報なかがわ」をどのような形式で読みたいですか。１つだけお選びください。

1. 紙（現在の広報紙） 2. 村のホームページ（パソコン） 

3. 村のホームページ（スマートフォン） 4. 村のホームページ（タブレット） 

5. その他（                           ） 
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「中川村LINE公式アカウント」について 

【問13】 令和４年度、「中川村LINE公式アカウント」を開設しました。今後、村LINE公式アカ

ウントで期待するサービスは何ですか。あてはまるものを全てお選びください。（い

くつでも○印） 

1. 各種相談・手続 2. 各種証明書の発行申請 

3. 行政サービスへのお問い合わせ 4. 行政施設や行政サービスの予約・申込 

5. LINE Payを利用した公共料金、税金な

どの支払い 

6. その他（            ） 

中川村の広報全般について 

【問14】 中川村において、今後、力を入れてほしい広報媒体は何ですか。あてはまるものを

全てお選びください。（いくつでも○印） 

1. 村公式ホームページ 2. 広報紙（広報なかがわ） 

3. 村のソーシャルメディア（LINE、

Twitter、Facebookなど） 

4. 村が発行しているその他の印刷物（パン

フレット、チラシなど） 

5. 特になし 6. その他（             ） 

【問15】 中川村の広報全般に関して、ご意見などありましたらご記入ください。 

 

 

 

データを統計的に整理するため、次の事項についてもお答えください。 

【問16】 お住まいの地区はどこですか。

1. 大草 2. 葛島 3. 片桐 4. 村外 

【問17】 あなたの年齢を教えてください。

1. 18歳未満 2. 18～29歳 3. 30～39歳 4. 40～49歳 

5. 50～59歳 6. 60～69歳 7. 70～79歳 8. 80歳以上 

【問18】 パソコンやスマートフォンなどをお持ちですか。あてはまるものを全てお選びくだ

さい。（いくつでも○印）

1. パソコン 2. スマートフォン 3. タブレット 

4. 持っていない 5. その他（                   ） 

お忙しいなか、ご協力いただきありがとうございました。 

調査結果は後日、村公式ホームページ内で公開いたします。 

 


