
インターネットモニター第 4回アンケート 

（「広報かすかべ」令和 4年 8月号） 

 

回答期間：7月 29日～8月 7日 

回答者数：67人（回答率 67％） 

※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 8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 67件）        ※うち 1件は複数回答でした。 

問 1-A その理由は何ですか（回答数 64件）        

 

表紙（4件） 

・清涼感いっぱいで、緑の濃淡の感じが良かった。 

・新緑が清涼感があってぜひ行ってみたいと思った。最近の広報かすかべの表紙は毎回 

とても良いと思う。 

・涼が写真から感じられました。行きたいなと思いました。 

・記事ではないのですが、表紙の写真の緑があまりにも美しくて魅了されました。 

 

2・3面 夏はみんなで麦わら帽子（26件）  

・小さい頃必ず外に遊びに行く時には麦わら帽子が大好きで必ず被っていて、15 年前くら

いに田中帽子店に姪に春日部の特産品の麦わら帽子を買いに行ったことがある為。 

・麦わら帽子に合わせたコーディネートが掲載されていて、参考になりました。 

・以前から興味があった麦わら帽子の特集だったので 

・この時期にふさわしいから 

・春日部の麦わら帽子が有名なので、以前から取り上げて欲しかったので。 

・春日部が麦わら帽子の産地とは知らなかった。興味深い。 

・麦わら帽子がよく売られてて気になっていた 

・あなたに合った麦わら帽子の選び方が参考になった。 

・対談が面白かったです。麦わら帽子は夏に代名詞という感じですが、春日部の名産とい

うことがわかっていいです。 

・麦わら帽子が春日部で有名とは知らなかったし、 

暑さ対策にも大分なるとわかったから。 

・暑い夏に麦わら帽子の必要性について実感できたため。 

・まず、麦わら帽子が春日部市の特産であることを知らなかった。 

・若い人でもわかりやすく書かれていた。プレゼント企画が楽しかった。 

・春日部市の特産品で、熱中症対策に活躍しそうだから。 

・夏のものだから 

・田中帽子店が特集されていたから 



・今まで被ったことがなかったのだが、機能的に優れている(通気性、紫外線遮断)試して

みたい気がしてきた。今後も、春日部ならではのいろいろな民間業者を紹介して欲しい

(但し議員関係者などへの偏向なしに)。 

・春日部市の名産品であることは知っていたが、日差しも 99.9%防げるものであるとは知

らなかったので。 

・普段から常に帽子をかぶって行動しているが、結構暑い？？ 

 麦わら帽子は確かに快適そうだからチャレンジするのも良いかなと思ったから。 

・パッと目につきますね。田中さんはよくメディアでお見掛けします。プロモーションが

上手な方ですね。女性のモデルのコーディネートがみんな似てたのが、残念です。 

・実にタイムリーな記事でコロナ禍でもホットします。 

・ステキな内容で、麦わら帽子が市の特産品として市民皆に認識してもらう意味があると

理解できたから。 

・春日部と言ったら麦わら帽子。誇れる製品。 

・2・3 日前にテレビで紹介された田中さんが妙に親しく思われた 

・麦わら帽子の魅力が伝わった 

・春日部の特産物の麦わら帽子、顔の形から自分に合った麦わら帽子の選び方を知る事が

出来て新調したいなあと思いました。 

 

4面 原油価格・物価高騰から市民、事業者の暮らしを守ります（8件） 

・知らなかった支援策が知れたから 

・今の生活に密接尚且つ市独自というところに興味があったため 

・独自の経済支援施策があることを知らなかったため 

・市民だから 

・コロナ禍で支援が多数あるので一目でわかりやすかった。 

・自身に密接に関係しているから 

・物価高騰の時節柄タイムリーな企画・掲載であり、市民の皆様や事業者の皆様にとって

も実に役に立つ記事です。私も市民としてこの記事で案内された経済支援に該当する項

目もあり、記事を見なければ見逃すところでした。 

 

5面 マイナンバーカードの交付申請手続き（9件） 

・インターネットより怖くない 

・高齢者など、手続きが分かりにくい方に役立つと思ったから 

・まだまだそのうち申し込もうと思って、ほおっておいてしまいました。高額なポイント

なので今度こそ手続きします。 

・申請書が届いたタイミングなので、申請したいなと思ったので。 

・まだやっていない家族もいるので気になりました。 

・これまで手続きができなかった方々に、身近な公民館でやる機会ができよかった 

・市役所以外にも職員さんが手伝ってくれて申請できる場所があって、前回よりわかりや

すい気がしました。 

・マイナポイントが欲しいから 



6面 かすかべ音楽祭 2022（7件） 

・イベントが復活してきて、やっと地元が盛り上がってきた感じがするため 

・オーケストラを生で聞いてみたいと思っていたから。 

・子供と一緒に参加できるコンサートとのことで、申し込もうと思いました。 

・音楽祭に興味を持ったから。 

・フルオーケストラの演奏を聴ける機会はなかなかなく、ぜひ子どもと一緒に参加したい

と思ったから 

・世の中が少し暗いので、みんなが元気が出そうです。 

・未就学児がいるので、小さいうちにオーケストラの生演奏を聴き、音楽に親しんでくれ

たらいいなと常々思っていたので。普段は見られないオーケストラの楽器も生で見られ

るのは楽しみです。また、アニメ音楽を中心にしてくれるとのことで、飽きずに、一緒

に楽しめそうだと思いました。 

 

6面 春日部夕涼みフェスタ in公園橋（3件） 

・イベントが復活してきて、やっと地元が盛り上がってきた感じがするため 

・参加してみたい 

・近所なので行ってみたい。コロナでこうした縁日やイベントが中止になってしまい 

行動範囲が狭くなっているのでマスク、手洗い等をてっていして密にならないようにし

て 参加したい。 

 

8面 子育て情報便（1件） 

・子供がいるため毎回確認しているため 

 

11～13面 INFORMATION かすかべ情報（4件） 

・自分に関係する情報はこのページくらいだったから 

・「骨密度測定会」 妻は市の健康診断を受けているが、今まで一度も測定した事がないの

で、早速申し込もうとメモしていた。よいお知らせです。 

だだ、「測定部位に傷のある人は不可」の意味が記事だけでは理解できない。 

・「内牧アスレチック工事」 遅過ぎたから 

・「夏休み読書マラソン大会」 7 面で SDGS があるも読書マラソンはなぜか 19 歳で区切

られているのが実に興味深い。年齢不問なら参加してみたかった 

 

15面 保健センターの管理栄養士が教える！健康レシピ（3件） 

・梨を料理に使おうと思ったことがなかったので新鮮でした。 

見た目にも涼しく食欲が落ちがちなこの時期に作ってみたいなと思いました。 

・簡単なレシピでおいしそうだったから 

・サラダに梨を使用するところが、斬新 

 

 



16面 新型コロナウイルス関連情報 掲示板（2件） 

・ワクチンがいつ開始するのか知りたかったから。 

・コロナ患者が増えているので、いざ自分がその立場になった際、どこに連絡したらいい

のかが知れたから 

 

特になし（1件） 

 

問 2 「広報かすかべ」令和 4 年 8 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 67件） 

問 2-A その理由は何ですか（回答数 63件）   

 

 

図：問 2 回答結果  

 

1.とても良かった…34 件 

2.良かった…18 件 

3.普通…11 件 

4.あまり良くなかった…2 件 

5.良くなかった…2 件 

 

1.とても良かった      

・夏の時期にぴったりな内容であるため。      

・カラー印刷で、ステキな紙面でした。      

・地元の特産品だがあまり知られていない面も多いので。 

表紙の写真が緑が多くて涼しげでした。      

・写真が綺麗で広報誌というより普通の雑誌の様で読みやすくて良かったです。  

・地元の麦わら帽子の特集が面白かった。いろいろな帽子が出回っているがやはり夏は、

麦わら帽子。 

涼しくて軽いし、おしゃれだし。ちなみに小生、庭の手入れの時は作業用の麦わら帽子

を愛用。   

・「麦わら帽子」をかぶると、こんなに涼しいんだ～と思いました。    

1.とても良かった：34件

（50.7％） 

 

2.良かった：18件

（26.8％） 

3.普通：11件 

（16.4％） 

4.あまり良くなかった：2件 

 （2.9％） 

5.良くなかった：2件 

 （2.9％） 

※端数処理の関係で合計が100％になっていません 



・春日部特産の麦わら帽子を、もっと生活の中に浸透させることができたらすてきだと考

えるから。      

・3 面に出ている 4 名の方は「私たち麦わら帽子 LOVER です」とありますが、麦わら帽子

LOVER という団体があるのでしょうか。自分も麦わら帽子が好きなので、加入したいと

思いました。      

・麦わら帽子は布帽子より、どれくらい温度が違うかの実験。購買意欲出ました。  

・良い記事です。この暑い夏の 8 月号に春日部特産の麦わら帽子を特集したのは時期、内

容とも適切で参考になりました。      

・田中帽子店 6 代目の優さんが、伝統を受け継ぎながら、新しい情報発信をしてる事に感

銘を受けた。      

・内容が充実していた      

・麦わら帽子が春日部で有名とは知らなかったし、暑さ対策にも大分なるとわかったから 

・春日部市の特産品をタイムリーに取り上げている。      

・田中帽子店さんは以前から知っていて、伝統と流行をうまく融合させているなと感じて

いました。今回の取材を読み、今後さらに知名度を上げ春日部の顔と呼べる会社になっ

てほしいと思いました。      

・春日部が麦わら帽子が特産品であると知りませんでした。また、夏場に活躍する麦わら

帽子の特集で、季節感を感じられました。      

・対談も読みやすかったし、3 面の写真も素敵でした。個人的には、麦わら帽子の選び方

が良かったです！      

・春日部の特産品をもっと広げたらいいと思うから      

・商品に魅力を感じ購入したくなった      

・インタビューが良かった。  

・春日部市は麦わら帽子が有名なのはしってるけど詳しくはしらないから   

・帽子は１年を通し使用していますが、麦わら帽子は長く買っていませんでした。紙面の

モデルも若い女性か高齢の男性が似合うのかなとも思いましたが、麦わら帽子ならでは

の特性を改めて知ったので、今度試着しようと思います。     

・夏の特集にふさわしい内容な為。      

・田中帽子店の 6代目が魅力的に報じられていたから。     

・表紙の親子を見て、「田中帽子店の麦わら帽子かな？」と思いページをめくると、麦わら

帽子特集！！ 

以前から田中帽子店さんのことは気になっていたので、嬉しい特集でした。 

田中さんとナオナさんの対談を読み、麦わら帽子をもっと日常に取り入れてみようかな

…と思いました。 

麦わら帽子の選び方や、読者プレゼントも嬉しいですね。 

田中帽子店さんの商品紹介があると尚よかったです。     

・自分に合った麦わら帽子の選び方が参考になった。      

・春日部の特産物の麦わら帽子、顔の形から自分に合った麦わら帽子の選び方を知る事が

出来て新調したいなあと思いました。  

・とても興味を持てた  



・子供のころ麦わら帽子が特産と習ったが忘れていたのでこうやってアピールするのは 

良いと思いました。 

麦わら帽子の性能やファッションについて書いてあるのがとてもよかったです。  

・田中帽子店さんのお話が興味深かったです      

・田中帽子店さんは全国メディアにもよく出ているが、地域の広報誌ならではのインタビ

ューが聞けてよかった      

・ひとつひとつ丁寧に作られている春日部の特産品でもあり、記事を読んでこの暑い夏、

改めて麦わら帽子をまた買いに行きたくなった為。     

  

2.良かった     

・全体的に夏らしく、写真もかわいくて読みやすかった。カラー文字や写真が豊富なのが

よかった。      

・麦わら帽子の良さがわかった。春日部の特産品と初めて知った。    

・布の帽子より麦わら帽子のほうが効果があるのが驚いた     

・今まで子供あり家庭向けの記事ばかりで(子供のいない私は正直いささか)うんざりして

いたのだが、ここ数号はそうでない人にも読める記事があって、ありがたい。子供あり

家庭を軽視する訳ではないのだが、世の中そこばかりフォーカスして善しとする傾向に

あるので。      

・麦わら帽子が有名だから      

・顔のタイプ別・悩み別の帽子の選び方がためになった。     

・情報が分かりやすい。マイナンバーカードとか。      

・麦わら帽子が名産とは知っていましたが紫外線の遮蔽率 99%など利点を知らなかったの

で興味を持ちました。が、つばが狭そうなので紫外線が目に入りやすそうだなとも思い

ました。      

・春日部の特産品の麦わら帽子のいろんな使い道がわかって良かった    

・市内の人がゲストなので、親しみやすいです。      

・表紙が夏らしくて良いと感じた。      

・今年は暑いので、麦わら帽子が涼しげ      

・時々テレビでも取り上げられているが、改めて良さが分かる。    

・改めて関心をもった 

・田中帽子店は、子供も自分も見学したことがありテレビでも何度か放送されていて拝見

しました。 

身近に「春日部」の特産品を感じることが出来ていいと思います。    

・地元を知っているようで実は知らないという良い例。麦わら帽子コンテストでも企画す

ればなお一層知名度も上がり真夏の熱中症対策にも少しでも貢献できるのでは。  

・着こなしを見てちょっと麦わら帽子がほしくなった。かわいい！    

・春日部の特産品である麦わら帽子について詳しく掲載されているからです。 

特に、あなたに合った麦わら帽子の選び方では、顔のお悩み別で麦わら帽子の選び方が

違うので参考になります。 

以前から麦わら帽子が欲しかったので、今年は是非購入したいと思います。 



  

3.普通     

・はじめのページは市民にとって重要なことをまとめて目立つように記載してほしい。 

・麦わら帽子は前から興味があるが、身近で購入できない点があり、春日部の商業品とし

て全く広まっていないと思うため      

・あまり興味のある内容ではなかった。 

過去何回も麦わら帽子については特集を組まれていると思うので、また同じような話に

感じる。      

・春日部というと必ず麦わら帽子が取り上げられていて面白みがないと思った。  

・武里地区(団地方面)の情報がなく、寂しい。      

・麦わら帽子とあまり縁がないため      

・目新しい情報があまりなかったので、いつも通りだな、という印象。 

・特別興味ないので。      

・今回はあまり興味のある記事がなかったので      

      

4.あまり良くなかった    

・麦わら帽子の話題はうんざりだから      

・春日部の特産としての紹介は良かったが、特定の企業を出すのは公平性に欠ける。広報

が企業広告になってる。  

   

5.良くなかった    

・春日部麦わら帽子の記事＝「田中帽子店」、春日部にはそれ以外の製造所はないのか？地

場産業ならば、別の製造所もあるのではないか。今までにない土臭い地道な視点で麦わ

ら帽子を紹介しても良いと思う。     

・中身がスカスカだった   

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問 3 「広報かすかべ」の文字の量、情報量はどう感じますか（回答数 67件） 

 

図：問 3 回答結果  

 

1.ちょうどよい…64 件 

2.多い…3 件 

3.少ない…0 件 

 

 

問 4 読んでみたい特集のテーマがあれば教えてください（回答数 44件、特になし 23件） 

 

 

・子供向けの施設やイベント情報 

家族で体験できる施設などのお知らせ 

・市内の公立の学校教育のとりくみについて。外国語教育やデジタル教育、 

また部活動についての情報。 

・保育園や老人ホームの取材。たとえば、今、こんなことやってるよ～とか。 

図書館司書のおすすめブック特集など。 

・高齢者の問題を総合的に 3 回位で取り上げてください。 

・①発達障害について（障害の種類や特性について、相談機関の紹介、障害をもつ人の働

き場所など→お店などあればその紹介も） 

②図書館について 

③商店街（今も頑張って営業しているお店などしりたい） 

・花積貝塚 

・春日部の歴史、特に日光街道の宿場町としての粕壁宿に関連した話題。 

・春日部の歴史。特に江戸時代の粕壁宿。また、江戸時代に限らず、その時代のものが残

っている痕跡を紹介して欲しい。 

・「大沼憩いの家」の利用方法、金額、送迎バス等について特集して欲しい 

 

 

 

1.ちょうどよい：64件 

（95.5％） 

 

2.多い:3件（4.4％） 

※端数処理の関係で合計が100％になっていません 



・コロナが疑われた際の受診から完治後までの流れ 

・コロナの特集 

自宅療養する際に注意することやアドバイスなどを教えてほしい。 

あったほうが便利なものなども紹介してほしい。 

違うテーマで、熱中症について詳しく教えてほしい 

・年代別のお勧めの本 

・リフォームとか 

・過去の災害（地震や洪水）について、また最近ではひょう被害はどうだったか。 

・季節にあったものや、知っていると得するテーマだと楽しいと思います。 

・今回の麦わら帽子の特集はよかったです。今後も春日部市のよいところを周知していた

だきたい。 

・自然と触れ合う機会が容易に持てるのが春日部市の魅力であることが市民に伝わるよう

な記事を特集してほしい。 

・麦わら帽子以外の春日部の特産品 

・当たり前な事も、よそから来た人は知らないことが多いので、いろんなことを発信して

ほしいです。 

・順番で地域の紹介記事でも考えたらどうでしょうか？ 

・秋になったら春日部市内の紅葉が見れる場所や情報。 

・春日部市の絶景スポット特集 

・放水路 

・わんこと遊べるスポット、子供が楽しめる屋内施設、みんなで楽しめる BBQ エリアな

どの特集 

・プレミアム商品券を使ってみた、的な企画 

・あまり知られていない穴場スポット、名店 

・かすかべフードセレクションの紹介 

・春日部のおしゃれなお店 

・小さな飲食店やオープンしたお店の情報 

・美味しい飲食店 

・春日部近辺のラーメン屋さん、洋食屋さんのオススメ 

不要品の譲渡情報 

・春日部市内のどの飲食店等が美味しいか知りたい。食欲の秋？などで特集していただけ

ると、外食をするなどに活用できて、日常生活が楽しくなる。 

・食べ物や料理の特集をもっと読んでみたいです。 

・春日部のスイーツ特集 

・春日部のフードコレクション 

・春日部フードセレクションの紹介 

特徴、選考理由、製作者紹介など" 

・カフェやスイーツのお店特集 

・果物狩り 

・フードデリバリーについて 



・世代や家庭などに特化されないテーマがよい。環境、整備など、全市民に関わるものが

よい。 

・新春日部駅舎と新春日部庁舎のどこまで進んでいるのか。 

・春日部の近現代(16 号バイパス全通から鉄道高架決定まで) 

・駅の高架工事の特集がみたい。工事の進捗や高架後の新スポット、施設の紹介などなど 

・春日部駅付近連続立体交差事業について、駅前の工事がいよいよ動き出したので、今後

のスケジュールなどについて特集してほしい。 

 

・特になし（23 件） 

 

問 5 「広報かすかべ」で改善してほしいことはありますか（回答数 19件、特になし 48件） 

 

・子育て情報便 

・子育て世帯なので、子育て系の記事はよくよんでいます。引きつづき、とりあげてほし

いです。 

・かすかべっこコーナーで数人のお子さんの写真を見るよりも保育園児の活動写真が見た

いです。子供達の元気な姿を見る機会がないので。 

・インフォメーションの文字が小さい。 

・活字の大きさ。新聞より小さいです。 

・文字を小さくせずに、議会だよりと同じ大きさにしてほしい。 

・年寄り向けばかりの記事構成だと若い世代は読まずに捨てると思うので改善すべき 

・市民に有益な情報、大切な事は巻頭のほうに大きめに掲載してほしい。 

・市民目線を大事にしてください。 

・全ページカラーにしなくて良いと思う。前住んでいた市は春日部市より市民一人あたり

の予算が多かったが、年 1 回しかカラーにはしておらず、基本二色刷りだった。 

・携帯の QR「二次元コード」対応だけでなく、PC としては、https:(URL)対応も記載し

て欲しい。 

・地域のお店などで使えるクーポンなどが付いていると嬉しい 

・毎年同じ時期に同じような特集を組んでいる気がしますが、気のせいでしょうか？ 

・無理だと思いますが、「広報かすかべ」を年代や属性など別に分けると面白いかもしれま

せん。 

興味がある情報が世代と家族構成によって大きく異なると思ったので。 

・何度見ても Kasükabe の¨(ウムラウト)には違和感がある。ニコちゃん的な発想なのは分

かるが、これではカシュカベの発音になってしまうのでは。 

・アンケート期間が短いため、広報が届いても慌ただしくなってしまう。 

・なし。以前に比べ大変見やすくなりました。 

・特にない。”INFORMATION”の情報量も豊富でよいと思います。 

・今のままで大丈夫 

 

・特になし（48 件） 



問 6 「広報かすかべ」に掲載の二次元コードを使用したことはありますか（回答数 67件） 

 

 
図：問 6 回答結果  

 

1.毎月使用する…2 件 

2.時々使用する…36 件 

3.使用したことがない…29 件 

  

1.毎月使用する：2件 

（2.9％） 

 

2.時々使用する：36件 

（53.7％） 

 

3.使用したことがない:29件 

（43.2％） 

 

※端数処理の関係で合計が100％になっていません 


