
実施期間 ３月11日（木） ３月21日（日）
回答者数
194人

多い 10
ちょうどよい 177
少ない 7

多い 10
ちょうどよい 178
少ない 6

第26回 令和２年度Eモニター制度に関するアンケート

【1】1年を通して、Eモニターアンケートの実施回数はどうでしたか 

【2】Eモニターアンケート1回あたりの設問数はどうでしたか 

【３】Eモニター制度に対するご意見・ご感想をお聞かせください。

Eモニターの意見が、どれくらい反映されているかが知りたいです。

意見が反映されることを願っています。

アンケートの締め切りを忘れがちで、あまり回答できませんでしたが、1年間あ
りがとうございます。

自身の生活についてのことでも、考えたことないことが多くあることに気づかさ
れる制度だったと思います。
知らない施策についての意見を求められるのがなかなかしんどかったですけど。
pdfにまとまっていても簡略化されすぎていて概念ばかりで内容がわからない
し、フルの資料はページ数が多すぎて何書いてあるかわからないし。
一度ズームなどでいくつかの議題にしぼって座談会スタイルにするともっと内容
を把握したうえで意見できたかもしれませんね。
また、ほかの方の意見も聞いてみたいと思いました。
でも広く意見を募るのはよいことだと思います。
やり方を改善しながら続けてくださいね。
１年間どうもありがとうございました。



・意見を求める設問が多くありましたが、そもそも内容を理解することも難し
く、意見を回答するのが大変難しかったです。何か項目に的を絞って意見を求め
るようにして頂いた方が回答しやすいと思います。来年度以降に参考にして頂け
たら幸いです。
・回答した結果がどのように生かされているのか知りたいです。教えてくださ
い。
・選択肢の質問の場合にも、最後に意見等を求めるようにして欲しいです。(気
になる場合は何かお伝えしたいため。)

内容が違うので回答の仕方も色々あると思いますが、選択肢を選ぶだけの時もあ
れば、素案を読んで理解し、自分の考えを述べる時とがあり、回答法に差が有り
すぎるのかな思います。
選ぶだけの時は気軽に回答できますが、素案を読むとなると1日では回答できな
い場合があります。また、素案の中にも項目がありすぎてどの点を挙げて書いた
らいいか迷ってしまい、もう少し細かく分類されていると答えやすいのになと
思った事があります。
一年間ありがとうございました。

今回(第25回、第26回)の設問はいいですが、要項などを読んでどう思うかとか、
意見をお願いしますというのは、漠然としていて答えにくいです。 
今回のように、ある程度選択できる質問方式だと回答しやすいです。

一年間モニターしてきましたが難しい設問もあり回答に苦慮したものもありまし
た。
特に添付された資料を見ないと答えられないものは時間もかかり大変でした。
でも市が何をしようとしているのかが分かるのは良かった。

難しい課題に意見をしなければならないとき、どう意見をしたらいいか分からず
戸惑ってしまいました。選択問題なら答えやすいが意見をしなければならないア
ンケートだと躊躇してしまいました。

アンケートの回答を機会に、文書を拝見して豊田市の取組について知ることがで
きました。
日常生活を送る中で気づかなかった取組を知る機会となり、また回答するのが難
しいアンケートもありましたが、理解を深めるきっかけにもなりました。

少し難しくて、もう少し簡潔にまとめてあるといい。



よい取組だと思います。

回答するのに難しいものもありましたが、自分の意見を述べることができる機会
をもらえてよかったです。ありがとうございました。

コロナ禍で様々な計画の見直しを余儀なくされ市役所のお仕事も大変とお察しし
ます。
アンケートの回数はちょうどいいと思いますが、頻度がまちまちで、確か最初の
頃のアンケートがずっと届かずアレ っと思うこともありました。
アンケートの資料が膨大だとスマホでは読む気力が中々続かず、概要版に頼って
しまいました。

条例案を読み意見を述べる回では、長文の読み込みに苦労しましたたが、市の取
組も分かって良かったです。条例全体ではなく、項目を絞っての質問が回答しや
すいのではないでしょうか。

いろんな課題があり、調べたり興味を持ったり、とても勉強になりました。豊田
市をよりよい市にするために市民の意見を言える場所は、良いと思います。年代
により、価値観、意見が違うと思うので、いろんな人の意見は参考になると思い
ます。子育ての時期は教育に興味があり、子育てが終わった今は老後の心配で
す。病院や年金、年金、施設、たくさんの不安を抱えています。安心安全、経済
的不安のない老後になることを望みます。

豊田市がどんな方向に進もうとしているのかが少し分かります。

Eモニターに参加をしていなかったら、豊田市の様々な取組を知らずに、過ごし
ていたと思います。豊田市のHPや広報にも関心を持つようになりました。

市の取組を理解したり、参加しているという意識が常に持てるので自身の為に
なっていると思います。

案を読んで自由にコメントする、と言うのが多かったですが、もっと具体的に質
問してもらえると答えやすいです。

資料をたくさん読んでからの回答にうまく対応しにくかったです。

アンケートが来ない時が続いたり、かと思えば立て続けにアンケートが来る時が
あったりするのがちょっとやりにくかったです。



Ｅモニターをしたことで豊田市の政策や問題が少しずつ分かってきましたが、勉
強不足のためにたいした意見ができず残念でした。
これからも社会の一員として日々、自分の意見に自信が持てるように頑張ってい
きたいです。
ありがとうございました。

今回は記述式の設問が多く、大変でした。
記述式の設問だと答えるのに時間がかかり、忙しい時には答えることができない
ことも多々ありました。選択式の設問だととても助かります。

豊田市のいろんな企画や政策を知ることができて、よかったと思います。
ですが、概要などの企画書をポンと提示されて、それについて意見を書く、とい
う丸投げのようなアンケートが多くて、結構苦労しました。
できれば選択肢を選ぶようなアンケートの方が答えやすいと思います。

一年間ありがとうございました。
市の政策や環境、エコ、教育や医療体制についてじっくり考えるよい機会になり
ました。広報誌面だけでは読み取れない情報にも触れることが出来ました。特
に、環境と教育は関心を持っていた分野だったので、理解を深めることが出来て
良かったです。

自分の意見が伝えられる場があって良いと思います。

昨年までのアンケートと比べて設問がざっくりとし過ぎていると感じました。設
問が少なければ良いということもない。あまりに大雑把な設問で答えようのない
ものもありました。
更に、1つのアンケートの設問が少ないからと言っても、一度に2種類のアンケー
トをまとめるのは避けてほしかったです。経費削減などの結果なのでしょうか 
と思ってしまいました。

アンケートの内容について知らないことも多くアンケートをすることによってい
ろんなことに興味がわきそして少しでも知識が広がったように思います（豊田市
の市政のこともよく分かりました）。

モニター意見の集計、施策への反映などを何らかの形でフィードバックしていた
だきたいと思います。
また、毎回意見表明できるフォームにしていただければと思います。



さまざまな豊田市の取組を知ることができ、かつ豊田エコポイントももらえるの
でとてもありがたい制度です。
もう何年か続けていますが、採用されるよう頑張りたいと思っています。

知らない制度を知ることもできて、自分の意見も記入できてとてもいい制度だと
思います。

１＝行政用語・専門的な用語が多く理解が難しい時があり回答に苦労しました。
言い換えれるなら優しい言葉でお願いします。
２＝今回、アンケートに回答する事で、今の豊田市が理解出来て、これからの豊
田市がイメージ出来て豊田市が将来目指しているビジョンが分かり大変良い。E
モニター制度に関わる事が出来たからと感謝します。
３＝年1回くらいはEモニターの皆さんと顔合わせが出来る機会が有れば嬉しいで
す。モニターの皆さんとアンケート回答の苦労話しが出来れば楽しいと思いま
す。
４＝私自身、モニター回答で勉強し学ばさせてもらっています。とても心地よい
刺激になります。
５＝自分の住んでいる豊田市や「地域を知ろう 」と言う気になり、自然と向き
合う事が出来ました。
６＝アンケート回答の代表的な意見を（広報とよた）に掲載されたら、アンケー
ト回答の励みになります。
７＝来期も是非、Eモニターを継続して努めたいと思います。
 よろしくお願いいたします。



今年度、アンケートが記述式の質問ばっかりになってしまったのは残念。あと、
25回目のEモニターアンケートは以前にも似たようなものがあったはずです。全
く同じ質問もあり、ちょっと残念に感じました。
前回のエコポイントはエディオンやイオンで使えてとても便利だったのですが、
今回のポイントは使い勝手が非常に悪くなりました。
何年間かエコポイントを貯めたりEモニターアンケートをやってきましたが、今
年の改悪ぶりは本当に残念でなりません。
SDGSポイントに変更したのだから、もう少しバージョンアップというか、より
発展したものを期待していたのですが。11月の切り替えの際に、全ポイントを交
換してイオンで使うのが正解でした。
いろいろ残念です。「カイゼン」ができないなら、せめて改悪はしないでほし
い。
新年度、元のエコポイントの使いやすさと、答えやすい、読みやすいアンケート
を期待しています。

Eモニターを通して、豊田市のいろんな政策課題を知ることができました、感謝
しています。
設問的には自由意見のほうが書きやすいですが、内容によってはその背景の情報
をあまり持っていないがために、的外れな意見を記入していることもあるかと思
います。
本制度は市民の参画協働につながるいい制度ですので、今後も続けていただける
と良いかと思います。

モニター制度に参加して、豊田市の取組やいろいろな計画を知ることができまし
た。日頃感じていることをお知らせする機会になっています。

日頃、市政に意見を伝える機会があまりないので、Eモニター制度はとても良い
と思う。
今年は、途中でエコファミリーのカードからSDGsのポイントに切り替わってし
まったので、勝手にアプリを入れるかどうか迷い、来年度の登録はできませんで
した。
制度に変更があるときは、メールで事前に連絡していただきたかったです。

パブリックコメントの際は、内容を把握して回答するの内容によっては時間がか
かり、タイムアウトを気にしてしまい十分読み切れないケースもありました。
市HP掲載の資料を読み込み、再度、改めてアンケートに入れば良いのかもしれま
せんが。



ボリュームのある資料を読むのは正直言って面倒に感じるが、市民生活をより良
いものにするために企画運営してくださっていると考えるとありがたいと思う。
また、資料を読むことで、市の施策は数十年先を考えて動いていることも分かっ
た。
自分の回答が役に立つのかは疑問だが、考えを聞いてもらえる機会があることは
良いことだと思う。市のホームページに行けば意見を書き込めるが、そこまで意
識が高くない私はEモニター制度に参加していなければ一度も発言せずにいるだ
ろうと思う。
そう考えるとEモニター制度は、市民に市の施策を発信したり市民の声を拾った
りすることのできる上手い方法だと思う。

1年間、ありがとうこざいました。
引き続き市民のために尽力をお願いします。

今後も継続してほしいです。

自由記述1問という漠然と意見を求める質問が多く、答えにくいです。
自由記述にしても、議論点を絞って、設問を立てて欲しい。
モニター回答がどのように使われていて、どの程度役に立っているのかを知りた
いです。

各種企画に対する意見は資料の多過ぎにより十分な意見が出にくい場合がある。
概要を１ページに纏めたものがあると意見しやすい。

資料を開いて目を通してから回答する設問は、ちょっと面倒に思いました。

豊田市の何とか計画案について回答を、というアンケートは大変です。計画案の
概要版を読んでも内容が盛りだくさんで、簡単に消化できない。もう少し、具体
的な設問で多くの人の考えていることを吸い上げてほしい。

資料を読んで理解しづらく回答に困る事ももありました。
身近な事に対する設問には答えやすく感じました。
豊田市の取組が少しでも分かって良かったと思います。

自分の知らない事がEモニターを通して知った事が沢山ありました。
わかりにくい言葉などもあったり、回答に困る時もありました。



同じようなアンケートが多かったので、色々な種類の内容があるといいなと思い
ました。

今まで知らなかった情報も詳しく知れるので良かったです。
令和３年度も申し込みしたので引き続きEモニターになれるといいなと思ってい
ます。

この制度は、大変良いと思っています。
豊田市民であっても、豊田市の取組、活動を知らない事が多々ありました。
また、豊田市民で良かったなあとも思い、うれしくなった事もありました。
何も役にたってはいないと思いますが、豊田市に少しでも貢献できたらと思って
います。
SDGSはエコエコチャレンジを３ケ月間やりました

選択回答は分かりやすくていいのですが、自分の意見を述べる回答は中々難しく
て一言二言しか無理でした。

１月以降、総タイトルだけ(例えば第８期総合計画)を提示し、論述式で意見を求
める形式が頻繁でした。分量も膨大で、とても画面ですべて読めるものではない
です。私は仕方ないので、毎回、支所へ行って目を通して回答するなど、苦慮し
ました。出題者は本当にこれが、有効な意見聴取方法と思っているのか、理解に
苦しみます。何も考えずに丸投げしているだけではないのでしょうか。
単に択一式の回答方式が良いとは思わぬが、もう少し回答方式に工夫をして欲し
いです。今の形式では回答する前にギブアップするモニターの方が多いでしょ
う。
又、原案もこれからの後期計画といいながら、ほとんど前期計画案の文言を踏襲
し、現在のコロナ禍の現況に鑑みて、計画を見直し、変更修正する姿勢がみられ
ません。今一度、たち止まり、モニター方式や計画づくりを見直したらどうで
しょうか。
今のままでは、市民の意見を聞きましたという、ガス抜き、アリバイ証明だけと
云われても仕方ないのではと思います。

難しい内容の時もありますが、勉強になったと思います。

選択肢にしてくれた方がやりやすいです。



意見を述べる設問に答えることが難しかった。

参照資料が要約版でも情報量が多い。
設問に対応した要点や問題点を示してほしい。
記述式では、参照資料で全体を表現するのでなく、市が何を求めているのか、何
を市民に問いたいのかを、項目を絞って簡潔に示して意見を募ってほしい。

豊田市で行われている、さまざまな取組について知ることができ、興味深かった
です。
ただ、閲覧資料が膨大なことが多く、資料を見ながら回答しようとすると、タブ
レットで資料を見ながらスマホで入力するというような状態になり、回答しにく
いことがありました。
また、あまりに専門的なことについてのアンケートは、何を答えたら良いのか難
しく感じました。
一市民の声として、市制に意見を伝えられる良い機会でした。

豊田市の取組が良く分かる機会にもなり、良かったです。

市民の声を聴くことは大切なことだと思います。これからも意見が気軽に発信で
きるようにモニタ－制度をつずけていってください。

関連情報が中々、入手しにくかった。交流館へ行ったが見つからないことがあっ
た。

市民の声を聞いて活かして頂けるなら続けて欲しい。

直接関係ないかもしれませんが、役所に関するご意見等を記載できるようなコー
ナーを設けて頂ければ、現在の状況が分かるのではないかと思いますが・・・。
如何でしょうか 



豊田市のゴミ収集について関心がありましたが、このテーマが取り上げられるこ
とはなかったように思います。
要望を伝える機会がなく、残念でした。

市政に関心があり、モニターで知ることも多く、新年度も応募したいと思ってい
ましたが、応募時に必要なエコ番号が分からず、応募の期限が過ぎてしまいまし
た。
新制度になったときは、もう少し期限を長くしてほしかったですし、今からでも
救済していただければ助かります。

まとめてメールがくるのではなく、月に二回など平均してくるとよい。
車は現在運転していません。今後も運転する予定はありません。それなのに，運
転前提のアンケートがきたりすると困ります。

アンケートの内容で従来から脱皮した内容があっても良いのでは 
特に、コロナの時代で情報開示方法（個人情報は大切ですが発生者の交流館単位
での開示等）の議会での審議など。
市民がどのような情報を期待しているかを吸い上げる方策等の検討です。

内容を一部見直したらいかがですか 
計画、条例等の変更に関する内容が多いが、コロナの時代に対する市の対応の見
直し等々も追加する等。
昔の「目安箱」的な意味合いがあっても良いのではないか。

もっともっと、市民の声を活用してほしいです。
小さな声は皆の代表と思って回答しています。小さな声をどんどん集めて良い市
制に繋がってほしいです

同日は1件が適切では。
アンケートで得られた情報等が市政、市民に反映されるよう、お願いします。

ちょっとむずかしい時もありましたが、いろんなことに興味が持ててやってよ
かったと思います。

例えば第22回Eモニターアンケートのように「豊田市公共施設等総合管理計画
（改定案）」に関する内容を詳細に理解していないと意見は難しいと思います。



｢施策内容について自由に意見を｣というときは、正直回答するのにハードルが上
がると感じます。もう少し具体的に、このポイントについて、と指示があると答
えやすいです。
あとは、いつも書かせてもらうが、モニターであることで身近な問題で自分が知
らなかったことが学べて感謝しております。
一年間ありがとうございました。

アンケート結果を反映した市政に取り組んで下さい。
結果を反映した事例があると良いと思います。

ちょっと難しくて答えられなかった質問もありましたが、
この一年も楽しくモニターをやらせていただきました。
ありがとうございました。

1回のメールで1つのアンケートにしてほしいです。

一般市民の声・考えを行政に伝える手段のひとつとして良い制度だと思います。

市民の声を拾うチャンネルの一つとして継続するといいと思います。



市政に関し市民の意見を伺うのは民主的に良いことだと思います。

資料を見て答える質問の時に細かい字を何ページも読むのが大変でした。

意見だけをかく回は、なかなか答えれなかった。

アンケートに参加することによって、普段あまり深く考えないことについて、意
識したり、考えたりする事ができて良いと思う。

私は専業主婦なので、仕事をしておらずまた経済や社会を動かしたりしている認
識もありません。しかしEモニターに参加することにより豊田市の中で起きてい
ることを知ったり意見をする事により社会に貢献できている気がします。
意見を述べる質問では少し話がずれて回答してしまったときもありましたが、私
の意見が少しでも社会に反映されていればと思います。1年間ありがとうござい
ます。

良いと思います。

たくさん読ませすぎる（資料が多すぎる）。

１年間ありがとうございました。
私の意見が、我が街豊田市に少しでも生かされていく事がとても幸せな１年でし
た。
私は車椅子です。
誰かの手を借りないと生きていけない。弱者です。
でも、１年通して来て、弱者でも生きていける街にしたいと思うようになりまし
た。
ありがとうございました。



何かの規約とか方針とかについて意見を募集する際、自由意見のみを問われるの
は回答に困ります。
特に興味のないネタだった場合は特に意見もなく、ふーんとしか思えないので。
質問形式になってるほうがありがたいです。

専門家が作り、良く理解している方々が読むような内容を、そのまま素人の私に
意見を求められても、頭がついていけませんでした。普段の生活とはかけ離れ
た、馴染みのない話題の内容について、考え、自分の言葉で答えないといけない
時は、とても苦労しました。選択肢がいくつかある中、答えるというときはほっ
としました。
しかし、普段の生活では知ることが出来ないような事や、豊田市が向かおうとし
ている方向を知る機会を与えてもらい、感謝しています。
1年間、豊田市政に関わることができ、良かったです。

後半の何件かは意見の記述式のみで、何を求めているのか市民に問いたいのは何
かが不明です。
選択式が必ずしも良いとは思いませんが、行政が思案しているポイントは何か、
市民の理解や賛同が得られなくても推進すべきと考えている課題は何かなど、お
互いの理解を深める説明や設問が足りない。
参照資料はごもっともなことの羅列と冗長で具体性に乏しい。
市が取り組む予算や人員と専門性はどのように評価しているのか、またこれまで
の取組の評価や反省はどうなのかを具体的に示して問うべき。



数年前からＥモニターアンケートを実施しています。
以前は設問数が非常に多かったり、回答に困るものがありましたが、今年度はそ
ういったものも少なく、適切だったと思います。

今年は自由解答の設問が多く感じました。

市の施策（計画）についてパブコメを募集している案件について、膨大な資料を
読み込んで回答するのは大変です。概要のみで回答したこともあるが、こんなこ
とで良いのかという気持ちがしました。Ｅモニターの意見も一つの意見にカウン
トし、パブコメで意見を十分聞いたということにされているとしたら不本意で
す。
いろいろなことの現状など、Ｅモニターの意見を聞くにふさわしいテーマを選ん
でアンケートをするのは良いと思う。市民が直接意見を言える貴重な機会だと思
いますので有効に活用してほしい。

資料を読んでアンケートに答える質問は結構難易度が高くて敬遠してしまいまし
た。わかりやすく、答えやすい質問がいいです。それに、SDGｓポイントが謝礼
でもらえても、交換商品が今回変わってしまい、商品券が廃止されたことによ
り、魅力のある交換商品がなくなってしまったことが残念です。

昨年よりめんどくさくなったので、今期で終わりにします。

SDGsポイントが貰えるのは良いと思います。資料のボリュームが多い物はアン
ケートの回答を控えてしまう事がありました。

答えやすくて良かった。

自分の意見が市議会に届く貴重な場であると思っています。

市政に興味が持てた。

知らなかった豊田市の取組等、理解する良い機会となった。

とても身近なトピックが多く、なかなかそれらに対しての考えや改善点を提示す
る場がないので、このような制度で、一市民の考えや意見を提供できるのはとて
もよく、貴重なことだと思う。
特にいろいろな地域、年齢の人に聞くと三者三様の意見が出ると思うので、是非
今後も続けていっていただきたいと思います。
微力ながらお手伝いさせて頂きありがとうございました。



Eモニターをしていると、世の中の流れや豊田市の取組などを知ったり、考えた
りする機会が増えるので、とても興味深いし、勉強になりました。

Eモニターに参加させて頂きありがとうございました。
市の考えている内容や、プランなど見させて頂き、また考えることをさせて頂き
ありがとうございます。
市の方々が、豊田市を良くするために考えて頂いていることがよくわかり、勉強
させ頂きました。
今後もモニターなど是非参加させて頂きたいです。
本当に参加させて頂きありがとうございました。

Eモニター制度は幅広く意見を得ることができ、有益と思う。その意見を政策に
反映してもらいたいと思う。

自由意見を書かせるだけの回は、回答しづらいので、選択肢数問と自由意見とい
う形式にして欲しい。

後半はアンケートというよりも意見を述べるだけのものが多く、選択式のアン
ケートに比べて答えにくいと思いました。

私の意見を書かせていただきましたが、参考になるのだろうかと思っていまし
た。豊田市のことを考える良い機会になりました。ありがとうございました。

アンケートに回答するためだけにでも市のウェブページをしっかりと見ること
で、市の事業に対して理解が進むので、私にとってはとても良い制度だと思って
います。

Eモニターを通して市政活動を理解することができました。

記述式が多くて手間に感じた。

意見を書くより、質問に答える方式の方が答えやすいです。

ホームページを見て意見を書くものがありますが、読む量が多すぎて、どこを読
んでどう解答してよいのか分かりません。アンケート形式に出来ないのでしょう
か 



Eモニターをして、知らなかったことや制度があり、市民としてもっと受け身で
はなく、自分からも知ろうと働きかけなくてはいけないなあと思うきっかけとな
りました。

参加する事により、市がどんな事に取り組んでいるのかがわかる良い機会となり
ました。

今年度は多かった気がしました。

いつのまにかモニターアンケートが届くのが楽しみになっていました。

自由回答方式だと回答しにくいので、選択方式にしてほしいです。

アンケートに回答する事で、市政により関心を持つようになったし、勉強になる
のでこれからも続けたい。

続けて実施したい。

市政に関して、興味と関心が持てるようになった。
自分の生活以外にも、関心とどうして  と疑問を持てるようになった。

良い取組だと思うので続けた方が良いと思います。

市は色々な人から意見が聞けるし、こちらとしては簡単に答えられるので良いと
思います。

パブリックコメントはなかなか難しいです。読むのが大変。中身も一般市民では
読み込めない内容が結構多い。

Ｅモニターを通じてこれまでは知らなかった豊田市がやっている取組などを知る
ことができ、よかったと思います。
義案を読んで答えるものなどは回答するのが難しかったですが、勉強になりまし
た。一年間ありがとうございました。

市が行っている様々な政策を知ることで、身近に意識することが出来る様になり
ました。とても良い経験でした。

続けたいです。



毎年のことですがパブリックコメントへの意見は何を書いたらよいか迷います
ね。あまり分かっていない人が書いた意見がどれほど価値があるか分かりません
が、パブコメ自体が一般人の意見を吸い上げる趣旨なのだと自分に言い聞かせな
がら書いています。当たり障りのない意見を書いてもあまり意味がなさそうです
し。
ポイント制度がとよたSDGsポイントに変わり、ポイントの使い勝手が悪くなっ
てしまわないか多少の心配はあります。
私の意見が多少なりとも市政によい影響があればと思って協力させていただいて
います。

何年か続けて、参加させて頂いてます。
市の取組や将来について考える機会になっております。
今年度は、意見を記入する形式が多かったので、事案を読んでも、よく理解でき
ず、記入しずらかったです。
選択肢形式の方が意見しやすいです。

漠然とした意見をきかれることが多く答えに困りました。
具体的な質問を用意して「はい亅、「いいえ亅で答えられるようにしてほしい。

2021年度Eモニターにも応募してあるはずですが、仕事家事育児に振り回される
日々で大きな活動はなかなか出来ませんが、Eモニター参加で少しでも豊田市の
お役に立てるなら大変光栄です。
出来る事なら来年度もEモニター登録を宜しくお願い致します。

色々と勉強になりました。

制度自体は市民の声をより市政に反映させるためにとてもよいと思います。しか
し、最近の設問は、細かく書かれたPDFを読んで意見を求めてくるので、大変難
しいと感じました。その事柄について知った上で施策を読めれば良い意見も出せ
るとは思いますが、何も情報がない中で、難しく長々と書かれた施策を読んでも
正直良い回答をすることが出来なかったと思います。
以前のようにもっとわかりやすく、回答しやすい設問だとありがたいです。

少数の意見でも これは参考になると 思はれる事項については 大いに検討し
ていただきたいと思います。



これからも続けてほしいです。

来年も参加させていただきたいです。

是非来年も参加したいです。

数年Eモニターでアンケートに回答をさせてもらっていますが、登録してから市
政に興味を持つようになり、他の人のアンケートを見るようにもなりました。今
後もこの制度は継続してほしいと思います。

市政について関心を持つきっかけになるのでとても良い制度だと思います。

モニターすることで、より豊田市への関心を持てるようになります。

普段、あまり気にかけないようなことでも、アンケートをきっかけに調べること
がありました。知らなかったことを知ったり、豊田市の活動方針を知ることが出
来たり、と、モニターをしていなければ知らずに終わっていた情報に触れること
が出来てよかったです。楽しく参加することが出来ました。

これからの為に、未来の為に、参加できる事が嬉しいです。

モニターに参加することで豊田市がどんな政策を計画実行しているか知ることが
できましたし、今はまだ実感がない老後のことも少しずつ考えていかなければい
けないなと勉強になりました。
1年間ありがとうございました。

自由筆記解答を必須項目なのは時間がないときには回答できない。
ホームページ参照後の回答は控えてしまった。
選択制のアンケートは回答しやすいので良いと思います。

知らない事もたくさんあり貴重な経験させてもらいました。
豊田市の事も今以上にわかり、これからはたくさんイベントに参加したいと思い
ます。もっと豊田市を盛り上げていきたいです。
ありがとうございました。

携帯からやってるが、資料などが携帯から見ることが出来ない。
パソコンで見ながらやったりもしたが、大変。



Eモニターをやって初めて知ることも毎回多い。
広報を読んでいるつもりでも、つもりが多いことに気づかされます。

難しい問いには市のホームページを何回も読み返したりして、少しは理解できた
状態で答えたりしました。モニターアンケートに答えるのを後回しにすると、す
ぐに期限がきてしまうので、なるべくすぐに答えるようにしました。簡単にでき
るEモニター制度は、とてもよい制度だと思います。


