
 

インターネットモニター第 3 回アンケート 

（「広報かすかべ」令和 4 年 7 月号） 

 

回答者数 71 人（回答率 71％） 

※自由記述の回答は、ほぼ原文をそのままに掲載しています。 

 

問 1 「広報かすかべ」令和 4 年 7 月号で関心を持った（面白い、やってみたいと思った） 

記事はどれですか（回答数 71 件） 

問 1-A その理由は何ですか（回答数 69 件） 

 

1～3 面 地元の熱気を思い出そう（30 件） 

・祭りのことを知れたから 

・お祭りを楽しみにしていたから。 

・ふじまつりも無く、やっと地域のお祭りが復活！うれしいです。明るいニュース 

・やっぱり、祭りが好きなので。 

・実際に祭に行った事があるのは 3 回ほどですが、中止が続いたため市内のポスターも足

を止めて開催を知りました。活気が少し戻っている感じに元気になりました。 

・由来や神輿の説明、関係者のコメントなど、春日部夏まつりが身近に感じられた。魅力

的に思えた。 

・ずっとコロナで開催できなかったのでまだ完全ではないですが、お神輿を見れるのは嬉

しいですね。 

・地域が元気になるから 

・中止が続き今年の形を心配している 

・知らないことを知れたから 

・御神輿、展示会期、交通規制、その他項目がブロック毎に整えられていて、とても見や

すい 

・コロナ禍での新しい形だと、感心させられた。 

・3 年ぶりのお祭りで、今回はパレードではなく、きこしの展示ということでじっくり見

てみたい。 

・久しぶりの夏祭りだから 

・夏祭りの御輿の展示を近くで見たいからです。 

・ちゃんとした祭りを何年も見てないので残念ですが、展示されるみたいで楽しみです。 

・2 年連続で中止となっていた夏祭りが、今年は縮小されつつも開催することを嬉しく思

いました。 

・コロナ渦でしばらく忘れていたが、もうこんな季節になったんだと懐かしく思えた。 

・今年はパレードはできなかったものの、展示という形でお祭りを開催するとができて本

当に良かった。心待ちにしていた人たちがたくさん居たと思うので、来年はお祭り開催

できることを願います。 



 

・最近引っ越してきたので春日部夏祭りを知らず、この記事で初めて知ったから 

・三年振りの春日部夏祭りが開催されるから。 

・最近はお祭りもコロナで中止になっていたので寂しく感じていましたが、そんな中でも

お祭りに向けての練習をされていたり、お神輿も綺麗に保存されていて嬉しくなりまし

た。今年は少しですがお祭りも開催される様で嬉しいです。 

・夏はやっぱり祭りがないと盛り上がらないから。 

・今の季節にふさわしい記事のため 

・2 年ぶりに開催で、興味がわいた。 

・私たち春日部の祭が大好きです 注目してほしい所に色をつけて分かりやすくしていた

から 

・伝統文化体験会 お祭り好きなのと、何でも挑戦、体験させてあげたい。 

・来たれ！未来の担い手 春日部生まれ春日部育ちで、春日部のお祭りには毎年行ってい

ました。御輿が毎年すごい迫力で、担いでる方々が楽しそうで、自分の住んでる地区に

神輿がないことが残念でした。今は希望すればどこかの地区で担がせてくれるのですね。

もっと若い時に知りたかった！ 

・伝統芸能のたいこ やってる姿がかっこいい 

 

4 面 企画展「明治天皇と春日部」（8 件） 

・明治天皇が粕壁に来た事があるということを初めて知り、興味を持ったので。 

・歴史や社会が好きなので、興味深く読ませていただきました。お昼ご飯は、どこで何を

召し上がったのか気になります。梅田ごぼうも初めて耳にしました。 

・関わりがあった事を初めて知った 

・自分の住んでいる場所が、何かしらの歴史上の出来事や人物(今回で言えば明治天皇)に

関わりがあると知るのは楽しい。 

・春日部の知らなかった歴史が分かった。 

・つながりがあることを知らなかった。 

市内の歴史について、子どもに学ばせたいと思った。 

・春日部に御猟場が、あったことを初めて知りました。 

・明治天皇と春日部の関わりを全く知らず、とても参考になった。 

 

4 面 献血会場で骨髄バンクドナー登録会（1 件） 

・以前から骨髄バンクには興味がありましたが、今回広報で見た事で改めて調べてみよう

という気持ちになりホームページへアクセスしました。残念ながら私は薬を服用してい

て登録は出来ませんでしたが、同じように広報で見て行動を起こす人が少しでもいると

いいなと思いました。 

 

5 面 熱中症に注意（2 件） 

・最近暑いので気になる内容でした。 

・身近な問題だからな 

 



 

5 面 バーベーキュー施設の利用を再開（4 件） 

・久しぶりに外で楽しみたい 

・利用したいと思った 

・年齢的な制限なし、未体験なので 

・閉鎖していたことさえ知らなかった。予約不要でバーベキューできる場所が増えるとい

い。 

 

5 面 令和 3 年度の広聴活動報告（2 件） 

・市民が市長にどのような意見を提言しているのかに興味をもった。提言を出した、それ

どれの市民の希望が、担当窓口で受理後、市長の春日部市政にどのように生かされたの

か、「WEB」欄で確認したが、具体化していった過程が抽象的記述に止まっているよう

な気がした。各案件ごとに、もっと具体的な記述表記ができないのかと思う。それに、5

面の「市長への提言」文書中に、「WEB」欄に、すぐ接続できるように「URL」の表記

がされていればよかったと感じた。 

・このような物があることを知らなかった。 

 

5 面 「道路交通法違反」にかかる職員の失職（1 件） 

・こういうことをきちんと公にしていることを知らなかったので。 

 

7 面 夏場の性犯罪に注意（1 件） 

・まさか自分が、という思いがありましたが、あらためて読んでみると、簡単なことで防

げるのかもしれません。娘は 9 時以降に帰宅が多く、駅に近いので安心していたのです

が、9 時ともなると意外に人も通りません。記事によりあらためて気をつけるようにし

ます。 

 

7 面 児童虐待防止に関する市長緊急コメント （4 件） 

・起きてはならない事件。市として早急に今後の対応を公表する必要があった。動画も見

ました。 

・市内で虐待で亡くなった子どもがいたことに大変な怒りと悲しみを感じた。 

全国的にも虐待が後を絶たないが、春日部市でもなんとかして子どもの命を守るよう 

な政策をお願いしたいです。 

・ニュースで見てとても関心があった事柄だったので 

・この事件を報道で知ったとき、とても心が痛んだ。市が悪い訳ではないけど、春日部で

2 度とこんなことが起きないように対策を考えて欲しい。 

 

8・9 面 子育て情報便 （1 件） 

・毎月子どもが楽しめそうな行事を確認している。今回はここ以上に気になる記事がなか

った。 

 



 

10～13 面 INFORMATION かすかべ情報（11 件） 

・教室や体験など前回よりも多く参加してみたいなと思えたから。 

・生涯学習市民塾 身近な事柄に思われたから。 

・生活支援員養成研修会 自分に出来る事があれば利用者と一緒に考えたい 

・趣味教養 夏休みに小学生の子どもと参加できる催しに興味があったので。 

・夏休み自由研究応援プログラム 子供が小学生になったらぜひこのようなプログラムに

参加させたいと思った。今後更に多様な企画が増えることを期待したい。 

・郷土資料館古文書講座（入門編）美術館等に行った時、展示されている古い文字が読め

ない。自分の国の人が数百年前に書いた日本語が読めないのは情けないので読めるよう

になりたい。まずは、初級で勉強したいそんな気持ちがあり、企画に参加したい。 

・郷土資料館古文書講座（入門編）古典を勉強していたので、久しぶりに勉強したいなと

思った。興味がある。 

・埼玉県立大学オープンカレッジ講座「損なわれた関係や傷を癒し正すための関係修復的

対話の会 体験会」 親や会社同僚で、些細なことから関係が悪化したことで同僚とは

少しこじれたまま修復ができていないためこの自分に否があったのか確認を含め興味が

あるため 

・企画展「潜水調査船がみた深海生物」 深海生物は水族館にも僅かしかおらず馴染みが

無い。写真展も珍しく近所で見られるなんてと興味を引きました。 

・企画展潜水調査船が見た深海生物 深海生物に興味があるから 

・健康づくりのつどい 卓球を最近やっておらず、やりたかったため。 

 

14 面 みんなの伝言板（1 件） 

・平日市民ダブルス大会～春日部テニス協会 テニスをしているから 

 

16 面 新型コロナウイルス関連情報 掲示板（1 件） 

・気になるから 

 

16 面 参議院議員通常選挙（1 件） 

・設問が、（面白い、やってみたいと思った）という設問であったため、私にとって面白い

と思った記事がなかったため、やってみたいという意味で選挙とした。 

 

特になし（3 件） 

・春日部夏祭りは昔から春日部に根を張っている人たちの楽しみとしか思えない。 

・じっくり読みたいと思う面はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 



 

問 2 「広報かすかべ」令和 4 年 7 月号の特集記事（2・3 面）を読んだ印象はどうですか

（回答数 71 件） 

問 2-A その理由は何ですか（回答数 67 件）   

図：問 2 回答結果 

 

1. とても良かった…22 件 

2. 良かった…33 件 

3. 普通…11 件 

4. あまり良くなかった…3 件 

5. 良くなかった…2 件 

 

1.とても良かった 

・お祭りは、地元の良さを再確認できたり、愛着を感じさせるものだと思います。普段会

えない人に会えたり。なのでそのお祭りが特集されていて、コロナ禍であっても希望が

持てました。 

・お祭りの気分を味わえたから 

・お祭りについて改めて知ったことがあった 

・2 年間中止になっていたために、記事に非常に力が入っているように感じ、市全体で盛

り上げるべき行事だと思いました。 

・現在でも可能な形で祭りを行うとのこと、楽しみです。なるべく他のイベントも再開し

てほしい。 

・春日部夏まつりが身近にそして魅力的に感じられた。 

・知らない情報が載っていて参考になった。 

・夏祭りの開催の記事はとても懐かしかったし、うれしかった。 

・底抜け屋台の逸話、素敵だなと思った。 

・神輿の説明等があると、また違った目線で祭を楽しめそうです。クイズがあるのも記事

を読むきっかけになると思うので良いと思いました。 

・祭りについて、深い歴史を知ることができたから。 

1.とても良かった：22件

（30.9％） 

 

2.良かった：33件

（46.4％） 

3.普通：11件 

（15.4％） 

 

4.あまり良くなかった：1件

（1.4％） 

 

5.良くなかった：1件 

 （1.4％） 

 

※端数処理の関係で合計が100％になっていません 



 

・春日部祭りが少しずつ復活していることを感じられたので。 

・時節柄タイムリーな特集記事でした。コロナ禍の中でこの 2 年間、夏祭りでも神輿も担

げず、忘れかけようとしたあの興奮を、見出しの”地元の熱気を思い出そう”が見事に

思い出させてくれた。 

・今年はパレードはできなかったものの、展示という形でお祭りを開催するとができて本

当に良かった。心待ちにしていた人たちがたくさん居たと思うので、来年はお祭り開催

できることを願います。 

・楽しそうな雰囲気が伝わってくる。 

・久しぶりにお祭りの話題に嬉しい。縮小になるかと思うが楽しみたい 

・春日部夏祭りが、復活の感じがして嬉しかった。写真が多く見やすい。 

・例年通りとはいかずとも、夏祭りがまた行われるのは嬉しい。 

・元々お祭り好きで過去には地元小渕の神輿も担いだりしていたため 

・熱気が伝わりました。 

・夏祭りの事が大きく紹介されてたこと 

・3 年振りの祭りなので色んな情報が知れて良かったから。 

 

2.良かった 

・とても嬉しい気持ちになりました 

・改めて時代背景がしれた。 

神輿のある地区以外だとなかなか参加出来なかったが、今は参加募集していることも知

れて良かった。 

・祭りのことを知れたから 

・御神輿の説明は分かりやすかったが、3 騎位を対比させたらもっと興味が湧いたかなと

思います。 

底ぬけ屋台がパッと想像出来なかったので写真が載っていたら良かったです。" 

・御輿の注目がおもしろかった 

・春日部に引っ越してきて祭りがあることは知っていたが、日程・開催場所・神輿につい

ては全然知らなかったので、一度行ってみようかなと思った。 

・夏祭りは混雑すると思い毎年敬遠していた。ただ、「今年の祭りは神輿の展示だけ。」と

分かり是非当日は写真を撮りにいかなくちゃと思った。 

・「御輿を展示する」という新しい形で夏まつりが開催される事を知り、制限のある中でも

楽しみを作る・伝統を伝えていくという事に希望を感じました。 

・夏祭りの内容も詳しく載せてあれば、尚良かった。 

・女性が登場した。 

・久しぶりのお神輿の表紙 

・夏祭り 

夏祭りの記事です 

・大抵は子供持ちの家族向けの記事が多いが、今号は夏祭りの歴史、明治天皇関連、今昔

絵巻と、地元の歴史の興味深い記事が多かった。 

・お祭りのコースだけに焦点を当てていないところ 



 

・今年で 50 周年を迎える春日部祭り。特集を組んでもらって、市外から転入した小生にと

って歴史が分かったのが良かった。 

・毎年行っても混んでて暑くてよく見れないお神輿ですが、いろいろな意味があったり裏

方さんの苦労や思い入れがあるのですね。今度はいろいろ観察してこようと思います。 

・夏祭りがあるのかと思ったら神輿の展示とのこと。残念な気持ちもあったが、神輿を一

堂に展示する様子も圧巻かなと思えたので。 

・育ったのは県外なので、お祭りについてよく知らなかったため、皆様の意気込みを感じ

ました。 

・西口に住んでいるので東口で行われる夏祭りに行ったことがなかった。 

近いのに駐車場がないなど不便なことが理由です。でもこの特集を読んで今年は行って

みたいと思いました。 

・今年は展示のみですが、来年こそはお祭り復活するのかなという感じがしてよかったか

ら。 

・春日部の御神輿に関心を持ってもらうと共に、次世代の担ぎ手へのフォローアップが記

事中にあった。興味があってもアクセスの仕方が分からない人にとってはとても良い広

報に思う。 

・お祭りの歴史を知ることができたから 

・知らないことが多くて興味深かった 

・久しぶりの夏祭り、活気が戻った感じ 

・少しずつ平時に戻ってきたと感じたから 

・地域を盛り上げようとしている人たちがいることが分かったから。 

・歴史を感じられた 

・当たり前のように見ていたが、底ぬけ屋台というものが珍しいということがわかりまし

た。 

・コロナ禍でお祭りはないけれど、お祭りの熱気を思い出させる記事だったので。 

・2 年連続中止になった春日部夏祭りが、別の形で開催される事を知ったからです。 

毎年祭りを楽しみにしている市民の方達がきっと喜んでいると思います。 

・祭りという夏らしいテーマに沿って、改めて春日部の祭りについて知ることができた 

 

3.普通 

・７月号なので、特集として取り上げる「テーマ」は神輿となったのか？他に対象となる

テーマはなかったのかが気になった。また、記事には「美しく装飾された御輿を、間近

でじっくり見られる貴重な機会です。これまでとは違った視点で夏まつりを楽しみまし

ょう!」との案内があるが、特集記事に掲載した写真の神輿は、「どの位の大きさなのか、

展示される神輿の台数などは、どの位の台数の参加があるのか？」など、もう少し、展

示神輿を見に行こうとの関心を呼び起こす記述があればよかった。観光協会に聞くと、

１，２面掲載の写真の神輿が、東口の「ふらっと春日部に展示中」との回答があった。

こうした情報も、１，２面の記事に追加記載出来なかったのだろうか？ 

・知りたい情報が少なかったような気がする。 

・新発見が見当たらなかったです。 



 

・お祭り自体にあまり関心がないので。 

・夏祭りは伝統文化であることは分かったが、暑くて人とごみが多く余り興味を 

持てない。 

・お祭りの記事で華やかで良かったですが、開催がないので… 

・特に興味が持てなかった 

・既に知っていることです。 

・コロナ後に越してきたため地元の熱気を思い出せないため 

・元々どれくらい賑わってたのか知らないし、何も思わなかった。 

 

4.あまり良くなかった 

・この暑いのに祭りなんか興味が沸かない 

・興味のある内容では無かったから 

・祭りを盛り上げるならば①東京勤め人②若年層の意見を一言ずつ挟むとか工夫が欲しい 

 

5.良くなかった 

・コロナ禍の祭りや神輿に全く興味がないため。   

 

問 3 「INFORMATION かすかべ情報」（10～13 面）の段組みを 4 段から 3 段に変更しま

したが、どう感じましたか（回答数 71 件） 

 

図：問 3 回答結果 

1.読みやすくなった…34 件 

2.どちらかといえば読みやすくなった…22 件 

3.前と変わらない…10 件 

4.どちらかといえば読みにくくなった…2 件 

5.読みにくくなった…0 件 

6.わからない…3 件 

1.読みやすくなった：34件 

（47.8％） 

 

2.どちらかといえば 

   読みやすくなった：22件 

（30.9％） 

3.前と変わらない：10件 

（14％） 

4.どちらかといえば 

   読みにくくなった：2件 

（2.8％） 

 

5.読みにくくなった：0件 

（0％） 

 

6.わからない：3件 

（4.2％） 

※端数処理の関係で合計が100％になっていません 



 

問 4 子育て情報便（8・9 面）は読みやすいですか（回答数 71 件） 

 

図：問 4 回答結果 

1.読みやすい…36 件 

2.どちらかといえば読みやすい…17 件 

3.普通…11 件 

4.どちらかといえば読みにくい…2 件 

5.読みにくい…4 件 

6.わからない…1 件 

 

問 5 子育て情報便（8・9 面）に載っていたらよいなと思う記事はどのような記事ですか

（回答数 71 件） 

 

・①こども食堂の情報②イベントに参加している方の本音の話③子育て困りごと 

・イベントは勿論ですが、サークルやおすすめのお稽古事。新刊のおすすめ本も載ってい

たら嬉しいです。後は、お家で他のお子さんは何をされているかももし記事としてあっ

たら嬉しいです。今は暑いので公園にも行けず困っています。 

・エンゼルドームで水遊びが始まった、などのトピックを知りたい。 

・エンゼルドーム等、水遊びが出来る所の紹介を沢山載せてあったらと思います。 

・おすすめの絵本は面白そう 

・おすすめ絵本、適切なしつけ、ことばかけ方法などのこそだてコラム 

・お勧めの 公園 夏なので涼を得られる 神社など 

・お母さん自身達からの情報発信(ベビーサークルの事とか) 

・キッズスペースがある春日部のレストランや 

子供と一緒に安心して入れるカフェやお店などのせてもらえるとママ友や友人とゆっく

り話せるのと地元のお店の活性化に繋がるとおもいます。 

1.読みやすい：36件 

（50.7%） 

 

2.どちらかといえば 

   読みやすい：17件 

（23.9%） 

3.普通：11件 

（15.4％） 

4.どちらかといえば 

   読みにくい：2件 

（2.8％） 

5.読みにくい：4件 

（5.6％） 

6.わからない：1件 

（1.4％） 

※端数処理の関係で合計が100％になっていません 



 

・キッズスペースのある場所リストや、暑い日、雨の日の過ごし方など知りたいです。 

・スポーツ情報 

・医療関連 

・雨や暑い日にも行けるお出かけスポット 

・夏に向けて熱中症対策や、子どもが熱中症になった時の症状や対応があるといいなと思

います。 

・夏のさっぱりレシピ ソーメンのトッピング等 

・夏休みのおでかけおすすめ場所の案内。 

・夏休みの工作や、子供との遊びかたなど紹介して欲しいです！ 

・夏休みの子育て施設の情報 

・家や外でできる遊び、子どもが喜ぶレシピ 

・各公園の遊具の紹介や砂場のある公園、無料で開放されている施設などを紹介して欲し

いです。 

・簡単な折り紙の折り方。ハサミで切り抜きできる絵。家で遊べるフリー素材の URL な

ど。 

・季節に合わせてのワンポイントアドバイス。 

・季節的には、お家で作るお祭りの屋台レシピなんかが載ると面白いかなと思います。 

・虐待の件があったので、オレンジリボン運動など掲載した方が良かったのではないかと

考える。潜在化している虐待が、身近なものとなるなど、効果的ではないかと思う。 

・虐待の事案など載せられていたが、子育て世帯の孤立が心配されます。叱らない育児の

工夫例えば、言葉の変換の仕方など、親も子もストレスのかからないようなポイントを

乗せるといいのではと思います。 

・今後の虐待を未然に防止するために、事件が発生したら、即座に内容を広報するべき。

市長が次年度にコメントを出したところで何も変わらないうえ、それを載せるだけの広

報では、住民のための広報としては意味が無い。 

・子どもがいないので、欲しい情報化はわかりませんが、夏のなので、お子さん用の熱中

症対策などがあればいいかなと思いました。 

・子どもと作れるおやつやご飯などのレシピ、知育あそびなど。QR コードで読み取って

利用できたら便利だと思う。 

・子育てエッセイ 

・子育てしていない市民を巻き込む記事。 

・子育て真っ最中の若手共稼ぎ夫婦でバックアップを希望する家族の把握と、そうした家

族をサポートしたいと考えているベテランの人材（女性？）を、マッチングできるよう

なシステムを構築する構想の検討などの記事の掲載があってもよいと思う。 

・子供が喜ぶおやつメニュー、絵本、遊びが載っていると嬉しい。子育ての悩みに対する

Q&A や、保護者の心が軽くなるようなエッセイなど息抜きになるような情報があるとよ

り楽しく感じます。 

・子供たちが、安心して遊べる場所など。 

・子供の平和教育に役立つ情報源や教え方。 

・子供達のイベント情報 



 

・子供連れで行く、おすすめスポット 

・市民の方の子育て小話とか。 

子育て（子供）関連の出来事とか。 

あったらおもしろいなって思いました。（個人情報は当然伏せて） 

・児童館や児童センターの最近の様子が分かると嬉しい。いつもイベントの一覧のみなの

で、一つずつスポットを当てて紹介してほしい。 

できれば写真付きで。 

雰囲気が分かると行きやすいので。 

・実際に行くしかどんな所がわからないので公園の紹介をしてほしい。市内の施設や行事

の休止や再開情報は応援サイトに飛ばなくても載っていてほしいなと思いました。 

・暑さもまだ続くし、コロナもいつまた再拡大するかわからないので、家の中での遊び方

を紹介して欲しい。 

・小さい子が居ないのでわかりませんが、児童館のイベントが多いと良いかな？ 

・小さい子だけの情報だけじゃなく、低学年の情報も欲しい 

・親子で行きやすい施設や遊び場 

・親子で作る簡単な季節のデザートレシピ。水遊び場所の紹介。カブトムシが取れそうな

場所。 

・親子で出来る料理のレシピとかおやつのレシピなど。 

子供の怪我の応急処置とか。 

・親子で遊べるスポット 

・図書館で入れた新しい本の紹介 

・図書館のお話かい。 

・図書館のこと 

・水遊びのできる場所 

・昔の遊び 市内の公園巡り 

・折り紙や新聞紙でつくるおもちゃ 

・祖母から母そして孫につなげる綾取りやお手玉、空き箱利用の工作など 

・地域ごとの子ども人数（少子化を実感することがあまりないから） 

・地域交流や、子育て支援施設が具体的にどのような活動をしているのか、自分の子供が

未就園児のときに知りたかった。利用したかったが、なんか敷居が高くて結局利用出来

なかった。 

毎月代わり映えのない文字だけ並んでてよくわからない。特に市外から引っ越してきた

プレママさんには優しくない掲載の仕方だなと思う。 

・中高生向けの子育て情報。自習スペースの開放など。 

・痛ましい事故があったので、子育てに追い詰められた親を、親に追い詰められた子を救

う企画があるといいですね。 

・変わった自由工作や面白い自由研究 

・保育園の応募に関する情報 

・未就学児に限らず中高生ができるものを載せてほしい 

・利用者の意見とかを入れたら良いのでは 



 

・道路でのスケボー・キックボード・ボール遊びなどは危ないので、公園や庭で遊ぶよう

に呼び掛けてほしい。事故の危険性もあって危ないですし、人の家の敷地に勝手に入っ

たり、車にボールをぶつけたりする子もいます。道路族について。 

我が家は子供が制御できなくなったキックボードを車にぶつけられ、親に車のキズの修

理代を払ってもらいました。 

・特に無し 

・特に無し 

・関係ないので特にない 

・とくにないです。 

・子供が居ないのでわからないです 

・子供が大きくなったので興味はない 

・子どもがいないので思い付かない。 

・子どもがいないので分からない。 

・子育てもとっくに終わり思いつくことがありません。 

 


