
実施期間︓９⽉２５⽇（⾦）〜１０⽉３⽇（⼟） 回答者数︓２０６⼈

ある 53

ない 153

便利だと思った 51

少し便利だと思った 61

どちらでもない 46

あまり便利だとは思わなかった 17

便利だとは思わなかった 13

操作方法が分からなかった 18

時間帯・曜⽇を気にせず問合せができる 158

電話等に比べて、気をつかわずに問合せができる 111

待たずに済むので、電話など他の方法で問合せをす
るよりも回答がはやい

107

単語など、漠然とした問合せにも対応できる 45

会話のように問合せができる 38

第９回  AIを活用した総合案内システム（AIチャットボット）に関するアンケート

【1】これまでに、チャットボットを利用したことはありますか︖

【２】このチャットボットを利用して、便利だと思いましたか︖

【３】このチャットボットを利用することで、市⺠にとって効果が得られそうだと思う点
をお教えください（複数回答可）



質問に対して的確に回答が得られる 19

その他 3

効果が得られそうな点はない 16

その他

質問に対する短文(概要)での回答 153

質問に対する⻑文(詳細)での回答 42

回答内容を担当する部局名 88

回答内容についての市HP該当ページへのリンクURL 85

その他（自由記載） 5

その他

【４】市役所が設置するチャットボットの回答には、どのような内容が含まれていると望
ましいと感じますか︖（複数回答可）

正確な回答をしない。

使ったことがないので

レスポンスが早くLINEのようで使いやすい

明確な回答

特に必要性を感じないと思った

iPadのSiriのような機能で遊べるのも良いかもしれません

調べたい事の単語を入れると、返答に選択肢がたくさんあれば、
自分が知りたい事に早くたどり着けそうな気がします



【５】チャットボットに対するご意⾒・ご感想等をお書きください。（⾃由記載）

やっぱりわからない場合の連絡先

全ての年代の⼈が利⽤できるよう、広報して欲しい

 まだ利⽤実績がないためよくわからない。
 でも慣れて使いこなせばいいかもしれない。

テストでは答えられそうな事を選んでやってみたのですが、どの
程度の範囲まで可能なのか、また、質問の内容をあれこれ考える
より、電話した方が早く確実ではと思ってしまいます。⾳声入⼒
は可能でしょうか

自分は躊躇なく電話で問い合わせするタイプですが、中には電話
で問い合わせするのが苦手な方もいると思うので、広く活⽤でき

 そうです。
また、働いている方だと、開庁時間に問い合わせできない場合も
あると思うので、便利だと思います。

まだ聞き慣れてないものだし、ちゃんと利⽤できるのか、⾊々な
疑問︖や不安などがあるが市⺠に定着し、便利なものになって
いってほしい。

⼈件費を削減するためにもどんどん進めてほしい

チャットロボの存在を知らなかったため、経験してみたいです

 やってみないと分からない。
展開しながら課題を⾒つけて改善。

あまりよく知らず、回答しました。携帯、PC以外でどういうとこ
ろで使えるのでしょうか。電話や⼈に聞いたほうが手っ取り早い
とは思いますが、時間帯や、曜⽇によってはAIのほうが便利なこ
ともありますね。なんとなく、顔が（シンボルマークのような）
あったほうがいいかなと思いました。



自分で市のホームページを開いて調べるよりも早く、簡単に調べ
 られるようになりそうなので便利だと思う。

質問を入⼒するのが簡単に出来るといいと思ので、よくある質問
みたいなのがたくさんあるといいと思う。

 高齢者にとって、明確な質問が出来ない時があり 
 回答者に手助けしてほしい時が有る。 話しながら、

聞きたい事を探し出す時、不便。

 時間外でも気軽に質問できるのは便利だと思いました。

 チャットボットという⾔葉を初めて知りました。
使い方がいまいち分からないので、最初は⼾惑うかもしれません

 が、慣れたら便利だと思います。
 ＡＩと会話をするのでしょうか︖（違っていたらすみません）

それは、ちょっと苦手です。

うまく答えが得られなかった場合のお助け対応は︖

感情がないので融通が利かない事を危惧します。

実際に使⽤してみないとよくわからないと思いますが、質問に対
して短時間に返答がでそうなので良いかと思います。ただし、回
答が希望する内容が出るのに何度もやり直すことが必要かも知れ
ませんが改善されれば有効かと思います。

詳細に対応できるとよい
以前にどこかのサイトで使ったがほしい情報までたどり着けな

 かった。
 結局、まだ⼈には遠く及ばないとおもう。

市役所の応対時間などの基本事項は回答できると思うが、ユーザ
 が簡単に調べられるようなことは、チャットボットに聞かない。

 TIPSを体系⽴てて提⽰するのにはよいのかも。。。
内容を拡充することに労⼒をかけるより、対応窓⼝案内、電話番
号案内、受付時間案内、時間内であれば窓⼝からの折り返し要望
ができたり（希望）、そうでなくてもメール対応への誘導なんか

 ができるとよいですね。
Amazonのアフターフォローの仕組みはこれまで私が経験したな

 かで最も素晴らしいと思いました。



実際には利⽤したことがないけれど、市役所のホームページで
は、なかなか自分の知りたい情報にたどり着くのに時間がかかる

 ので、ぜひ次回利⽤してみたいと思った。
でもどうやったら、利⽤できるのでしょか︖ホームページを⾒れ
ば、わかるのでしょうか︖

 ・質問に対して明確な回答が得られなかった。
  今のままでは全く使える気がしない。

 改善すべき。

これからは、いろんなことがＡi
今まで利⽤したものは的外れな回答や質問に答えられないなどが
よくあったので、⾊々な点に対応してもらえる、または答えられ
ない質問にはすぐにオペレーターに繋いでもらえるなら意味があ
ると思う。
⼈間のオペレータのようにAIが賢いなら良いと思うが、あまりに
豊田市のLINEから気軽に使えるようにしてください。
全く知りませんでした

ホームページの中で該当する内容を探すより、チャットポットの
方が素早く⾒つけられると思いました。チャットポットの回答で
理解できない場合は、担当部署に問い合わせるようにすればいい
だけなので、まずはチャットポットを利⽤したいと思います。

時間を気にせずにできることが楽しみです。
市役所に、わざわざ、⾏く手間が、省けます。
質問や問い合わせがもっと多くなると良くなると思う。
Q時間帯・曜⽇を気にせず問合せができるで、チャットボットの

 利⽤はないと答えたのでその後の設問に答えにくかった。

関連するリンクが沢山のっているといいと思う
 このテストサイトまだ学習知識が少ないのか

コロナ禍への対応と入⼒したら、コロナ禍と防災の回答。PCR検
 査のことを聞こうと思ったのに、近いけど正しくはない。

コロナ禍と医療体制と入⼒したら、在宅輪番医療機関の開設時間
と出た。コロナ禍の医療崩壊のことを聞こうと思ったのに、平時

 の体制のことらしい。
 また゜使えない。



どこへ問い合わせたらいいか分からないときに、AIが活⽤できる
 のはいいと思う。

職員の職務も問い合わせ以外の業務に集中できる。

データベースを蓄積してからでないと使い勝手の判断はできない
が、進めることは良いことだと思う。

AIと⾔われると興味を持って使いたくなる。使ってみて早いし会
話してるようで、楽しかったので広まると思う。私も周りの⼈が
困っていたらAIが教えてくれるよ、と⾔って勧めたい。

市のホームページには記載されていない細かいことを聞きたい場
合、便利だと思いました。

「マイナンバー 電⼦証明書 更新」 で検索したが、更新方法
は提⽰されなかった。まだまだだと思う。

これまで豊田市のHP内で検索をかけて情報を得ていたが、このシ
ステムを使えば、簡単に必要とする情報に到達できそうと思っ
た。市HPの内容がわかりやすいことが前提となるので、市⺠の視

 線にたった継続的な改良が必要と思います。
 
使いこなせる⼈には便利かと思いますが、難しい⼈もおられるこ
とと思います。両方に対応できるような配慮（別の窓⼝）がある
と親切。

来⽉から使えるとよた応援商品券がいつ発送されるのか質問した
 のですが、なぜか予約システムの説明が返ってきました。

精度があまりよくないのでしょうか︖

特に必要性を感じなすい

回答数が少ない
あいまいな質問だと答えが返ってこないこともあるようだが、知
りたいことを正確な⽤語を含めて質問すれば的確な答えが返って
くるようだった。
市役所に出向かなくても⽤事が済ませられるようになると嬉しい
です
単文で回答してくれて、「もっと知りたい⼈はこちら」のボタン
があるといい。



どんな質問でも答えられるといいですね。

チャットポットは、HPやスマホでも使えるものですか︖市役所に
機械が設置されるということですか︖

 回答までのスピードが速いので、驚きました。
是非、利⽤したいです。
具体的にはよく理解しｒておりません。
チャットボットはチャットとロボットを組み合わせた（造語）

 で、
今のところ、⼈間によってパターン化された会話しか対応できな

 い。
市役所もAIを採⽤しますか︖公共の役所が取り入れるのは早すぎ

 る気がしますが
 チャレンジに⼤賛成です。挑戦は早ければ早いほど良いのです。

今の時代は⽇々刻々区と変化する時代、変革の早い対応が求めら
 れる時代、

趣味趣向の多元化、個⼈のプライバシー保護が尊重される時代で
 すが、

恐れることなくチャレンジャーとして豊田市が先鞭をつけて欲し
 い︕

 メリットは
 ・２４H対応できる ・コスト削減と効率化

 ・業務システムの簡略化 ・気軽に問い合わせが出来る
 自動応答が出来るまでデーターを集めないと精度が上がらない。

使えば使う程データーが集まり学習させる事が出来る、⼈間一⼈
 一⼈の問いかけや表現の

 質問に対して一部不⾜した回答もあるので
もう少し、学習して欲しい

使⽤する機会がありません。

問い合わせをしたいときに、市役所がしまっていることが多いの
 で、助かります。

  ありがとうございます︕今後もご利⽤くださいね︕
このメッセージは嬉しいです。

 利⽤してないので
判らない

 質問に的確に充分な回答があるとありがたいです。



 わかりやすくて、ぜひとも活⽤していきたいと思います。

時間帯を問わず思い⽴った時に問合せできる気軽さが魅⼒的。一
方で、すこし解決すると掘り下げて質問したいことも出てくるの
で、リンク先は表⽰してほしい。解決しなかった時の道しるべに
なります。あとはお電話で問い合わせたい時の為の連絡先もある
と慣れない世代には助かると思います。
豊田市ホームページで何かを調べる際はいつも検索機能を使うが
なかなかヒットせず、⾒つけるのに時間がかかってしまうことが

 多かった。
このチャットボットを使えば、時間をかけずに調べることができ
そうだと思った。
メリットは、時間を気にせずに問い合わせ対応が出来るので、対
応する市役所職員の負担が減り、働き方改革につながると思いま
す。デメリットは、スマホやネット環境に馴染めない高齢者に
とっては使いにくいシステムだと思います。

質問に対して的確な回答がないものなどについて定期的に回答を
追加するなど、運⽤をしっかりと続けて改善を図っていくべき。

 今の時代、とても便利なツールだと感じました。
なかなか市役所に電話するのも、時間帯を気にしたり、⼈によっ
て対応の仕方がよかったり、残念だったりするのでこの方法はと
てもよいと思います。

気軽に聞けるのはいいと思います。
導入は良いと思う
高齢者でも利⽤し易いようにしてください。

時間帯・曜⽇を気にせず問合せができる．聞きたいことの意図を
 どの程度くみ取れるか

 ２．初期印象
上記２点が⼤事だとも思いますので、ベータ版などでイメージが
悪くなると使ってもらえないと思いますので、初めからしっかり

 したものを提供してもらった方がいいと思います。



学習中だと思うが的はずれな回答がでる。ゆくゆくは窓⼝業務は
AIにできると良い

若い⼈には簡単に利⽤が進むと思いますが、高齢者には中々質問
 する内容を上手に文書に落とせないと思います。

定型質問には正確な回答ができたが、こちらが記入した文章は意
味が分からないものもあったようで、関係ない例文（質問の選択

 肢）が出てきた。
利⽤者を混乱させることがないように、かなり学習させてから実
⽤化する方がいいのかもしれません。
利⽤者側のメリットが全く感じられない。
たくさんの⼈に使ってもらい学習してAIでほとんどの質問ができ
るようになったらとても便利だと思うので、どんどん普及してほ

 しいと思いました。
電話やメールで聞くよりも問い合わせがしやすいこともいいと思
います。

他の同じようなサイトで、質問をするとすぐ専門的なことなので
問い合わせ窓⼝を案内されるので、結局無駄になることが多い。
セキュリティー気を付けたうえで、できれば専門的な問い合わせ
にも対応できるようにしてほしい。

豊田市のホームページが分かりやすいので特に必要は感じません
が、会話っぽく話せるので質問するのに抵抗がなく良いと思いま

 す。
 回答内容はAIなので、今後学習して充実するのでしょうか。

マイナンバーカードの未成年受取については的確な回答でした
 が、

豊田スタジアム、鞍ケ池公園を入⼒したら担当課のみの案内。と
よたエコフルタウンを入⼒したら回答なしでした。
市役所の開庁時間外でも問い合わせできるのが良いと思います。
ホームページだけでなく、市役所の受付に置いても良いと思いま
す。
ホームページなどを⾒てもわからない時にチャットボットで質問
するので、なかなか的確な回答が得られない。

知りたい内容が的確に表⽰されると活⽤すると思います。



 質問の仕方によっては迷うのかな︖と思う。
 込み入った質問には多くの回答が出る。

出てきた案内も幅があるので、短文を全部読み、こちらで判断す
る必要があり、便利のような便利でないような…です。

 利⽤経験なしですが使えるかも︖
市⺠に定着するには時間が必要とおもいます。
便利そうであるが市⺠が本当に理解し利⽤できるか⼤変疑問で

 す。
時代の流れですが、高齢化が進んでいる当市でも課題が多いと思
います。

もっと⾊々な手段でPRして、みんなに知ってもらうべきである。

まだまだ知らない方が多いと思うのでもっと宣伝してほしいで
 す。

 反応が早くて驚いた。
わからなかったと入れると、もっと頑張るというかわいい返事が
出てきて、親しみが持てる。まだ最初だからと思うが、質問に対
して⽤意されている回答は、期待したものでは全くなかったの
で、今後、様々な回答をシミュレーションしていってほしい。

メーカーのものは質問したいことに合う回答が得られないことが
多いが、市役所内対する質問ならチャットボットで回答が得られ
るように思う。

 便利でとてもよいと思う。
電話で問い合わせをすると待ち時間がすごく⻑かったり、通話料

 ⾦がかなりかかったりして困る。
メールでの回答も⽇数がかかるので、ちょっとした問い合わせに

 は効果的だと思う。
職員の仕事の効率化につながって良いことだと思う。

 残念ながら、全然違う回答がきました。
まだ運⽤は難しいと思います。

 利⽤した事はありませんが
 結構便利ですね
想定外の質問にも対応できないと、市⺠へ提供するサービスとし
ては使えない。


