
インターネットモニター第 6回アンケート 

（「広報かすかべ」令和 4年 10月号） 

 

回答期間：9月 29日～10月 11日 

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 10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 68件）        

 

2・3面 かすかべ音楽祭 2022開催！音楽のまち春日部に音があふれる（28件）  

・１年間を通じて、春日部市文化会館で実施される「各種音楽イベント」に、関心をもっ

て参加している。そのため、それらのイベント関連には演奏者だけではなく、イベント

開催までに漕ぎつける「裏方？の皆さん」にも感謝している。今回の記事はそうした一

端を知らせてくれる興味深い内容だった。 

・自分も趣味でヴァイオリンを習っていることもあって音楽の楽しさを知っているから 

・音楽祭がこんなに春日部にあるなんてしらなかったから 

・芸術に触れる機会がなかなかないから。 

市のイベントで日程があえば参加しやすいから。 

・春日部が音楽のまち？とは思いますが音楽が大好きなので気軽に音楽が聴けるのは素敵

だと思います。 

・子どもと行けるなら聴きに行ってみたいなと思いました！ 

・音楽を聴くのが物凄く好きなので。特にバロック音楽。 

・『心の空』に関する記事だから 

・コロナで学生の吹奏楽を聞くことも無くなっていたから 

・春日部にもこんなに音楽のイベントがあるのでびっくりして選んだ。 

・大きな特集になっていたから 

・ひと言案内に興味をそそられ行って見たいと思いました。 

・Jazz Day かすかべ 2022 秋に行ってみたいと思いました。 

本格ジャズと商店街のグルメが両方楽しめるので、是非参加したいです。 

・コロナ禍で自粛してきていましたが、流行がだいぶおさまってきているので様子をみつ

つ今年は音楽祭を観に行きたいなぁと思いました。普段ゆっくり音楽を聴くこともなか

なか無いので癒されたいです。 

・近くでコンサートイベントに行けそうだから。 

・普段 身近なショッピングモールで気軽に聴けるので見に行ってみたいと思いました 

・芸術の秋、美術館巡りも好きだが、まちかどの音楽も敷居が低くていい。 

春日部音楽祭はほっこりした気持ちにさせる良い企画だ。 



・まちかどコンサートに、興味がわいたため 

・春日部で沢山のコンサートが開かれるから 

・音楽に興味があるので時間が許せば出掛けたい。 

・気軽に音楽ふれてみたい。 

・行ったことがないから 

・生の音楽は、やはりよいものです。2 ページに掲載された高橋さんに、ランチに行った

ときにピアノを引いていただき、心地よい時間を過ごせました。 

・音楽祭が三年ぶりに開催されることを知ることができたから。 

会場の案内があったのも良かったです。 

イオンモール等の会場の開催日や時間が書いてあったら、もっと行きやすいと思います。 

・カラーで見やすく、色んなイベントがある事が一眼でわかりやすくていいです。 

参加したくなりました。 

・音楽のある風景は良いと思います 

・演奏家のコメントが興味深かったです 

・四人の事業者が登場し、音楽祭を盛り上げている 

 

4面 令和 3年度決算のあらまし（4件） 

・わかりやすかった。将来負担率という言葉を初めて知ったのですが、調べるとまあまあ

良い数字のようで、しかも、改善しているということがとても嬉しかった。これから春

日部が子供達にもさらに住み良い街になると嬉しいです。 

あと、税収を上げるために共働き世帯の流入に力を入れてほしいとおもいました。 

・大切な内容だから。もっと紙面を割いてもらいたい。 

・春日部市は特例市ということでお金がかかるということも分かるが、同じ埼玉県内の人

口規模の自治体では、令和 3 年度の負担率がなかった。春日部市の将来負担率が高いこ

とにびっくりしたが、コロナ禍でも前年に比べて令和 3 年度は負担率を下げて頑張って

いる春日部市に関心した。 

・市民として当然のことながら市財政に興味がある。歳入と歳出内容の円グラフは判りや

すいが、差引残高が判りにくい。ＢＳ（貸借貸借表）表示はできないものか？ 

 

5面 里親デビューしませんか？（12件） 

・知識があいまいだったので、知ることができた 

・短期でもいい里親募集があることを初めて知った 

・子供達のの未来のために、何か出来ることがあればと常に考えているから 

・数日でも良いんだーと驚いた 

・里親について初めて知ることもありました。 

・自分の家で生活できない子どもの多さに驚いた。 

・1800 人も県内に里親を必要とする子どもがいることを初めて知ったから。 

・里親という言葉は、テレビで聞くぐらいで詳しくは知らなかったが広報に載せてくれた

ことで詳しく読むことができた。 

・里親に関心があったので。 



・県内でこれほどまでのこどもが支援を必要としてるんだと知ったから。 

・読んでみて、そんな軽い気持ちで里親になっていいのかと印象を受けました。 

短い間ならできる！とおもってはじめました。よりも、どんな思いがあって始めたのか

という体験談があるといいと思います。子供を預かる責任を、あまり文章から感じられ

ませんでした。 

・子なし夫婦だから 

 

5面 やってきましたスポーツの秋 かすかべウォーク週間（5件） 

・ウォーキングが趣味で参加したいと思った内容だったので 

・今春からコバトンマイレージを取り込んでいるが度々機能せず活用していなかった。 

もう一度試してみようと思ったから。 

・楽しみながら運動することに興味を持ったから 

・私も運動しようと思います。 

・コバトン健康マイレージも参加しています。 

親子で楽しむ！ストレッチとウォーキングに参加してみたいと思ったから 

 

6 面 10 月は「3R 推進月間」「食品ロス削減月間」、10/30㈰は、「食品ロス削減の日」で

す（3件） 

・あらゆる物価の高騰。せめて毎日の食品ロスを減らす事を見直したい 

・こういった日があること知り、改めて取り組もうという気持ちになりました 

・以前住んでいた街では、プラごみも分別しなくてはならず、身の回りの製品にプラが沢

山使われていることにとても驚いたことがあります。思った以上に分別は面倒くさく、

過剰包装に気付くきっかけになりました。食品に関しても、適量を心がけて無駄をなく

したいです。新聞紙で作ったゴミ箱に生ゴミを入れると水分も吸収し（後に蒸発する）

臭いも抑えられるようなので取り入れています。 

 

7面 INFORMATIONかすかべ情報（1件） 

・いろんな情報を得ることができるから 

 

8・9面 子育て情報便（2件） 

・「子育てピックアップ」  

産後パパ育休が始まり、より育児へ関わる機会が増えたため 

・「未来へはばたけかすかべっこ」  

今年双子の孫が、産まれた 広報に載せて見たい 

 

10～13面 INFORMATIONかすかべ情報（6件） 

・前回よりも見やすくなった気がします。 

・参加できる行事を見つけるのが楽しみです。 

・「ひとり親家庭受験生応援事業」 

見るまで知らなかったことと、申請したいと思ったから 



・「小動物（ペット）火葬炉修繕のため近隣火葬場の利用を」 

うちの小鳥は 10 年以上元気でいますが、いつか亡くなってしまったらと不安になってい

たところでした。近隣に火葬場があるとは知りませんでした。今度詳しく調べてみて万

一の時に備えておこうと思いました。 

・「シンポジウム神明貝塚」 

市内に国史跡貝塚があることが、すごいと思います。 

 

14面 みんなの伝言板（1件） 

・「ウイング・ハット春日部 樹木名板を付けよう」 

自然に触れ、観察とボランティアの両方が出きるのではないかと感じたから。 

 

15面 かすかべ今昔絵巻（2件） 

・具体的な写真が二枚カラー印刷で掲載されていて、その変化が一目でわかる。縄文時代

の海の内陸への進出、大宮台地、春日部付近の川の話を郷土資料館で受講していて関心

があった。 

・以前、休日診察で宝珠花の診療所に行くことがあり「宝珠花」という地名を知りました

自然豊かな様子でしたが、過去の歴史があって今があるのだなぁ、と感じました。 

 

16面、オミクロン株に対応した新型コロナワクチン接種が始まります（4件） 

・無料接種は 9 月までの予定だから早めに接種するようにって案内があったから急いで 4

回目接種したのに、10 月以降もワクチンが無料って。しかもオミクロン株対応。待てば

良かった。だまされた気分。オミクロン接種できない。 

・今興味があるから 

・親子共々受けようか迷っているので少しでも情報が入るのはありがたいです。 

・死活問題だから。 

 

特になし（3件） 

・本当にひとつも無かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問 2「広報かすかべ」令和 4 年 10 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 65件）   

 

 

図：問 2 回答結果 

   

1.とても良かった…22 件 

2.良かった…28 件 

3.普通…16 件 

4.あまり良くなかった…4 件 

5.良くなかった…1 件 

 

1.とても良かった      

・秋になると春日部まちかどコンサートが定番であったが、コロナ禍でこの 2 年間開催さ

れず 3 年ぶりの開催。時宜を得た特集で、コンサート情報もあり是非楽しみたいと思っ

た。 

・音楽イベントがいろいろあり、楽しそうです。参加したくなります。 

・文化的な一面を発見できた 

・こんな方が演奏してるんだなーと知ったから 

・おしゃれな感じの広報誌でいいです。読みやすいです。 

・音楽のまち春日部で生まれた『心の空』の情報は、はじめて知れて、大変興味深かった

です。『心の空』が、市役所の電話保留音やチャイムに使われているのにも、びっくりし

ました。春日部に住んでいても、知らないことがたくさんあるんだなと思いました。と

てもいい記事でした。かすかべの音楽祭特集、毎年やってほしいです。 

・市が毎秋音楽に触れる機会を設けていることは知っているが、続けていることを市民に

知らせることの意味は大きいから。 

・良いと思います 

・写真掲載等 

・夕方のチャイムの曲が、今まで何の曲だろうと思っていたので疑問が解決してよかった 

1.とても良かった：22件

（30.9％） 

2.良かった：28件

（39.4％） 

 

3.普通：13件 

（18.3％） 

4.あまり良くなかった：4件 

 （5.6％） 

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 



・音楽の街が良くアピールされており非常に良かった。 

・かすかべ音楽祭を心待ちにしていたので、今年開催できることがとても嬉しいです。 

・事業者の生の声が分かり、その思いが伝わったから。 

・春日部音楽振興会の存在と活動内容を知ることが出来たから。 

・音楽の街 春日部と、広まって欲しいと思っているから 

・詳しく案内されていたため 

・いろいろな方の活動の様子が、顔写真と共に伝わってきたから。 

・コロナで制限ばかりだったのが今年は緩和されようやく楽しめそうです 

・秋を感じる表紙になっていて今年もあと少しと気がついた。 

・毎回広報が届くのを楽しみにしています。 

春日部の情報やお知らせが事細かに掲載されていて、とても見やすいです。  

今月の表紙は音楽の秋で、秋らしい色合いがとても良かったです。 

・音楽鑑賞や、これから学びたい事の記事が沢山あった 

    

2.良かった  

・文字が小さくやや読みにくかった 

・里親の話を知ることが出来たから。 

・秋のまちかどコンサートや、ＳＤＧｓなど内容が多岐にわたっていた。 

・音楽は人を和ませる力があると思う 

・コロナ感染で外での活動が制限されている時、こうした小さなイベントも秋にふさわし

い。 

・音楽に限らずこのような催しを企画して春日部に元気を 

・春日部図書館に行った時などにたまたま遭遇していたイベント。なんだろうな～と思っ

ていたイベントの過去の経緯を含めて今年の計画を知ったので、意識して通行人をして

みようと思った。 

・近くで音楽にふれる機会があるなぁと思った 

・興味深い記事だったが、結局いつどこで何をやるのか分かりづらいので、イベントの日

程表があればより良かったと思うと。 

・わかりやすい内容でした。 

・いろいろな場所でまちかどコンサートが行われているのが知れたので。 

・登場人物の写真がリアルです。 

・イベントに向けて頑張る人、参加を楽しみにする人を考えるワクワクします。 

自分も聴きに行けるといいです。 

・こんなに色々なところで開催されていることに感心した。 

・音楽が好きなので、毎年楽しみにしているイベントなので。 

・わくわくコンサートに参加してみたいと思ったから。 

・全体的にレイアウトが良くなったような気がします。 

・とても音楽が身近に感じる 

・今後のイベントを知る事が出来た 

・写真の皆さんの表情が楽しそうで、コンサートに行きたくなりました。 



・あまり知らなかった内容で、新しい発見が多かったので 

・あまり音楽に触れることがないのでまちかどコンサートに行ってみたいと思った。 

・夕方の防災無線、心の空はしっていたが、よい歌なのでもっと広まればよいのになぁ 

・身近な場所ﾁｹｯﾄを購入しなくても、買い物の途中で生の演奏が聴けるなどの情報がわか

る為 

・まちかどコンサートについての記事など明るい話題で楽しめました。 

里親についての記事も勉強になりました。 

・近所で音楽のコンサートがあるのがわかったので。 

・開催情報を知れてよかった子供といこうと思います。 

・あまり音楽を聴きにいく機会が減ったので市内でこういうのがあるのかと気になった。

  

3.普通 

・必要な情報はあるがそれ以上ではない。 

・音楽祭の一覧がありましたが 整理券が必要か否かは紙面に表示した方が親切だと思う

ので 関心を持ったイベントですが 普通にしました。 

・めりはりあるレイアウトで読みやすかった。クイズは目立っていない。 

・明るいニュースですが、目新しいという感じはしませんでした。 

・いつもと同じで特段普通 

・興味がもてる内容が、いつもより少なかったから。 

・興味のある内容ではなかった 

・まちかどコンサートの名前は聞いたことがあったが、こんなにたくさんの場所で行われ

ているのは知らなかった。 

・興味がない 

・今年もやるんだなくらいの印象。記事は読みやすかった。 

・日程をもう少し前面を分かりやすくしてほしい。11 月のイベントで 10 月でアピールし

たいものが何も無かったのでしょうか。 

・あえかさんは当時小学校やララガーデン、公民館、道の駅等でよく素晴らしい歌声を聞

きました。しかし夕方の心の空もぼちぼちたまには違うメロディーも聴きたい気もしま

す。 

   

4.あまり良くなかった    

・まちかどコンサートを特集するなら、街角ピアノを、置くぐらいの自治体ではないと特

集にならないのではと感じた。 

・4 面「令和 3 年度決算のあらまし」は記事内容が概要の掲載のみで、何のための記事掲

載なのかと感じた。広報 10 月号には紙面の制約もあり、令和 3 年度決済の詳細を掲載

するのは物理的にも不可能なことは理解できる。しかし、せっかく、決算データを掲載

するのであれば、広報かすかべ 10 月号紙面上に掲載できない関連データは「ＱＲバーコ

ード」を読み取ることで、データ照会は出来るはずだ。紙面に「ＱＲバーコード」を表

示して関連詳細データを照会することも検討してもらいたい。特に「将来負担率」など、

言葉だけではなく「ＱＲバーコード」を利用すれば市民の理解も深まったのではないか。 



・面白い記事がなかった 

   

5.良くなかった    

・興味のある市民ばかりではないことを考慮して紙面が作られていない。内容に興味を持

たせる工夫が無い。 

 

問 3「広報かすかべ」令和 4 年 7 月号・8 月号では特集と合わせて読者プレゼント企画で

クイズを実施しましたが、応募してみたいと思いましたか（回答数 71件） 

 

 

図：問 3 回答結果  

 

1.応募した…13 件 

2.興味はあったが応募しなかった…24 件 

3.興味がなかったので応募しなかった…9 件 

4.知らなかった（気づかなかった）…25 件 

 

1.応募した：13件 

（18.3％） 

2.興味はあったが応募し     

 なかった：24件   

（33.8％） 

 

3.興味がなかったので応募しな  

 かった：9件（12.6％） 

4.知らなかった（気づか 

 なかった）：25件

（35.2％） 

※端数処理の関係で合計が100％になっていません 



問 4「広報かすかべ」令和 4年 10月号の読者プレゼント企画では、いろいろな記事に関心

を持ってもらうため、クイズを特集記事以外から出題しています、どう思いますか 

（回答数 72件）※うち 1件は複数回答でした 

 

図：問 4 回答結果  

 

1.特集からの出題がよい…43 件 

2.特集以外からの出題がよい…6 件 

3.企画、クイズに関心がない…12 件 

4.その他…11 件 

・クイズの場所がいまいちわからない 

・プレゼント企画がどこに掲載されていうのか判りにくい。 

・企画か何処にあったのか分からなかった 

・プレゼント企画自体が見つからない 

・どこにクイズがあるのか、見つかりませんでした 

・このＱＲコードがクイズの応募フォームということが伝わりにくい。クイズってどこに

あった？と全紙面を探しました。問題文は文字で載せたほうが良いと思います。心の空

の音源を試しに聴けるＱＲコードのほうが嬉しいです。 

・どこにクイズがあるか解らなかった 

・上記の問 3 でも、7 月号と 8 月号で「読者プレゼント企画でクイズを実施」との記載が

あり、「10 月号でも読者プレゼント企画を実施・・・」と記載されてる。しかし、10 月

号のどのページに「読者プレゼント企画」関連の記載があるのかを 1 面から 16 面まで

に注意して探したが、関連事項の案内記事を見つけることは出来なかった。シテイセー

ルス課が、この企画に市民の関心を向けさせようとするのであれば、1 面の下部右側の

「特集記事案内」を記載している個所あたりに、該当ページがどこにあるかを記載する

配慮が必要ではないかと思う。 

・ＱＲコードからの応募なので、していません。できれば、ＰＣの https(ウェイブ・アド

レス)からも応募できると良いです。 

・どちらでも良いが、プレゼントが欲しいものでなければクイズにも興味が湧かない。 

・どちらでもよい 

1.特集からの出題がよい 

 ：43件（60.5％） 

 

2.特集以外からの出題がよい 

 ：6件（8.4％） 

3.企画、クイズに関心が 

 ない：12件（16.9％） 

4.その他：11件（15.4％） 

 

※端数処理の関係で合計が100％になっていません 



問 5「広報かすかべ」令和 4 年 10 月号 16面の記事で市公式インスタグラムの開始をお知

らせしましたが、フォローしてみたいと思いましたか（回答数 71件） 

 

図：問 5 回答結果  

 

1.フォローしてみたいと思った …19 件 

2.既にフォローしている…2 件 

3.フォローしてみたいとは思わなかった…12 件 

4.インスタグラムを利用していない…38 件 

1.フォローしてみたいと 

 思った：19件（26.7％） 

 

2.既にフォローしている 

 ：2件（2.8％） 

 
3.フォローしてみたいとは 

 思わなかった：12件 

（16.9％） 

4.インスタグラムを利用 

 していない：38件

（53.5％） 

 

※端数処理の関係で合計が100％になっていません 


