
インターネットモニター第 7回アンケート 

（「広報かすかべ」令和 4年 11月号） 

 

回答期間：10月 28日～11月 9日 

回答者数：70人（回答率 70％） 

※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 11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 70件）         

問 1-A その理由は何ですか（回答数 68件）        

 

表紙（1件） 

・雑誌みたいで、若い世代でも興味をひくような表紙だった。 

2・3面 こんにちは！ 山口
やまぐち

乃々華
の の か

です（18件）  

・E-girlsの方が春日部市出身であることに驚きました。 

・もと E-girls の人が春日部出身だったとは知らなく、彼女のことを詳しく知れて嬉しか

ったから。 

・山口さんが可愛かった 

・夢をかなえたから 

・初めて知ったことだったので興味深かった 

・これまで 親善大使は年齢層が高めの方が多かったのですが、若い方が加わったことに

よって春日部の旬な魅力を発信していただきたいと思います。 

・初耳情報だったため 

・こんなに有名な方が春日部大使に就任に驚いた為。 

・知らない人だったので 

・この子が春日部出身だと知らなかったから 

・芸能界に入ったきっかけが興味深かった 

・大きく目立っていたから 

・小さい頃から知っていたので、努力が実り嬉しく思います。 

・笑顔が素敵な方で、活躍を知らなかったので、春日部にこんな素敵な有名人がいたのが

知れて嬉しかったです。 

・知らない人なので、どういう人なのかわかった 

・色んな親善大使の方がいて驚きました。個人的にはダンスが好きなので、山口さんの記

事は興味深かったです。ただ、彼女の本が、学校の図書館向けかどうかは、ちょっと疑

問です。 

・親善大使の方 14 名もいらっしゃるんですね。 

・親しみを感じたので 



4面 放置自転車撤去手数料を改定（1件） 

・昔、駅前に放置自転車がたくさんあったことを思いだした。現在とてもキレイになった

なと思った。 

 

4 面 お出かけは マスク戸締まり 火の用心 ―11/9㈬～15㈫は秋季全国火災予防運動

―（1件） 

・住宅防火診断を受けてみたいと考えたから。 

 

5面 持続可能な農業の推進へ（13件） 

・みどりのパークについて興味を持ちました 

・最新技術に興味がわき、行ってみたいと思いました。 

農地がたくさんある春日部ですが、後継者がいないのではないかと思っています。 

農業のイメージを変えて、担い手が増えるといいなと感じました。 

・ＳＤＧｓが身近に感じられたから 

・春日部みどりのパーク共同事業体に興味を持ったため 

・農作業の負担は大きいと思うので、どんどん最新の技術を導入して負担を減らしていっ

てほしいから。 

・家で家庭菜園をしているので興味がある。 

・小渕周辺で条例違反の焼畑などが横行しているので、こうやって甘やかすのではなく、

もっと注意喚起して欲しいため 

・今関心のある事柄で、自分の今後の方向性を探るヒントになった。 

・日本の農業の自給率 38％は、先進 7 か国の中で最低であり、食は大切である。 

・農業生産力の衰退が著しいから。 

・春日部市がＳＤＧｓ取り組みの一環として農業分野まで推進しているとは知らなかっ 

た。スマート農業体験は良い企画だと思いました。 

・日本は食料自給率が低すぎてもっと食に力を入れないといけないと思うから。 

 

6面 第 16回春日部市美術展覧会（市展）（9件） 

・全ての作品に心動かされ、エネルギーを貰える時間を大切に鑑賞します 

・掲載されている去年の受賞作品がどれも素晴らしかったので、会場に行ってゆっくり鑑

賞したいと思いました。 

・市展がやっているのを知らなかったので、見に行ってみたい。 

・見に行きたいです。出品者のインタビューがあることで、作品を身近に感じることが出

来ました。自分が感じた事をゼロから造りあげていくのは素敵なことですね。 

・今までだったら「お知らせ」の欄で告知されて、見過ごしていたであろう内容が詳細に

記事になっており、見に行くかなと思ってしまった。関係者しか見に行ってなかったで

あろう様々な美術に関する普通の人々の作品を楽しめる機会を紹介してくれた。 

・子供のころから、絵を書いたり、物を造る事が好きだからです。 

・芸術の街を大いに推進いただきたいという思い。また、一般の市民が発表できる場があ

ることはやりがいにも通じると思う。私はもっぱら鑑賞する立場ですが。 



・知らなかったから 

・美術にはあまり興味がありませんでしたが、去年の受賞作は素敵でした。ぜひ他の作品

も見たいです。 

 

6面 11月以降も！公民館でもマイナンバーカード交付申請を受け付け（1件） 

・やろうか迷ってるから 

 

7面 12/3㈯・4㈰は健康＆市民活動イベントへ（7件） 

・年齢を重ねるごとに運動することが少なくなった分、自分のカラダのことを自身できち

んと勉強して健康を維持したいとおもったため。 

・コバトン健康マイレージのポイントがもらえるとあったから。 

・イベントの内容に興味を持ったから。 

・12 月 3、4 日で開催予定の各講座の中には、高齢者が日常生活を健康に送るために参考

になるものが複数、記載されていた。ただ、開催日程が 12 月 3、4 日の 2 日間だけに限

定された企画になっているのが残念な気がした。今後は、もう少し長い期間での開催予

定を検討してほしい。 

・家から行ける範囲での健康つくりや、地域での興味のあるもの 

・最近、健康に関して興味関心がふかくなったから 

・いつも関心があるから 

 

7面 職員の任用・給与などの人事行政の運営状況（1件） 

・副市長以下の給与水準が高すぎる自治体規模に見合ってない 

 

8・9面 子育て情報便（2件） 

・子どもに関係のある記事は毎回気になる 

 

10～13面 INFORMATIONかすかべ情報（6件） 

・「第 42 回春日部藤まつり」の参加団体募集 

来年は藤まつりが開催されるんだな、と思ったので。 

・第 47 回春日部市農業祭 

美味しい野菜等を買いに行きたい 

・「ｄ 払い」で水道料金などの 支払いが可能に 

ｄ払いはｄポイントでの支払いが可能で現在他のポイントから交換すると 10%増量にな

ることからｄ払いはありがたい 

今後は国税同様に還元率の高い amazon pay にも対応してほしい 

・親子サイエンスショー 

こどもに参加させたいと思ったから 

・市民パソコンセミナー オンラインミーティング体験講座 

市民パソコンセミナーは、とても丁寧に教えてくださいますので楽しみです。 

 



・郷土資料館体験講座 「しめ縄を作って新年を迎えよう」、第 47 回春日部市農業祭 

こどもと楽しめそうだから。 

 

14面 ハーモニーフェスタ 2022（1件） 

・興味があるものがあれば参加してみたいと思った 

 

16面 ワクチン接種情報（3件） 

・時世に合った話題だから興味がある。 

・必須だから 

・わかりやすい書き方で良かったです。 

 

16面 10/1から委嘱した、かすかべ親善大使の皆さんです（3件） 

・知らない方はネットで詳しく調べました。 

・今まで知らなかったから。 

・かすかべ親善大使に山崎弘也さんがいらっしゃることにびっくりした（関心した。）。 

 

特になし（3件） 

・ごめんなさい、今回は本当におもしろいと思えた記事はなかったです。 

・興味がわく記事はありませんでした。 

・面白い、やってみたいと思うものはなかったから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問 2「広報かすかべ」令和 4 年 11 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 70件） 

問 2-A その理由は何ですか（回答数 59件）   

 

 

図：問 2 回答結果 

   

1.とても良かった…23 件 

2.良かった…20 件 

3.普通…16 件 

4.あまり良くなかった…6 件 

5.良くなかった…5 件 

 

1.とても良かった      

・ざっくりとしかわかっていなかったのが、どうすればいいかわかったから 

・春日部市の出身の女優さんが紹介され、親善大使をつとめていただくのはいいことです

ね。 

・自分が知らないだけで他にも春日部市出身の芸能人の方がいらっしゃるのかなと気にな

りました。 

・【夢があるから叶えるために強くなれる】という言葉、つらいことも乗り越えられる、ま

さにその通りだと思います。 

・記事が綺麗で読みやすいです。色んなイベントが出ていて参考になります。毎回楽しみ

にしていますが、最近はおしゃれになってよみやすいです。 

・ダンススクールの恩師との話しもあり、子供達に夢をあたえられると思うから 

・山口さんのことはこの記事を読むまで知らなかった。 

名前と顔を知る機会となったので、今後応援しようと思う。 

・努力の積み重ねが伝わってから。 

・新春日部親善大使の山口乃々華さんの人となりが良く判った。 

・春日部のダンススクールがきっかけ等、知らないことが多かったので 

・人なりがわかり、今後の活動に注視 

・山口さんのことを、深く知ることが出来た 

1.とても良かった：23件

（32.8％） 

2.良かった：20件 

（28.5％） 

3.普通：16件 

（22.8％） 

 

4.あまり良くなかった：6件

（8.5％） 

 

5.良くなかった：5件 

 （7.1％） 

※端数処理の関係で合計が100％になっていません 



・山口さんを偶然知っていたので。 

・市をあげて応援しているのが素敵だなと思いました。 

・芸能界で活躍する方の努力と意気込みを知ることが出来明るい気持ちになれたから 

・山口乃々華さんを初めてしりました。若い方の発信を楽しみにしています 

・色んなイベントが開催できるようになってまた活気が戻ってきたかな、と嬉しくなった 

・内容が、今の自分にあっている 

    

2.良かった  

・かなり内容の変化がみられて読んでよかったと思えた。 

・E-girlsのメンバーが春日部市出身だったとは初めて知りました。 

・若い人の生き方考え方の一つを知れたから 

・山口さんのことを詳しく知ることができました。 

・興味を引くように改善されてるような気がします。 

・山口乃々華さんが春日部市出身と初めて知ったため。 

・毎月工夫して、色々記事にされているから。 

・春日部出身で自分の夢を掴んだ若い方が、若い世代に発信していってくれることに期待

を込めて 

・山口乃々華さん知りませんでした。可愛い女の子はいいですね。 

・子供達に読んでもらいたい内容でした。子供自身が自分の人生を考える上で、様々な価

値観や生き方に触れることが世界を広げてくれると思うので。家族以外の人がどんなス

トーリー、ターニングポイントがあって今の仕事をしているのか知れて良かった。継続

的にこのような読み物があると嬉しい。（有名人でなく市内の商売人なども） 

・若い人が夢に向かって頑張っている姿は見ていて気持ちが良いと感じる記事でした。 

一人でも多くの人がこの記事を読んで、夢や希望、明るい未来を持てる世の中になって

欲しいと思います。 

・自分をきちんと持って流されずにいること、が一番大切な事だと語っているから 

・自己紹介 

・春日部市民と知らなかったし、いいなぁと思った。 

・身近に感じられた 

・E-girls というグループは知っていましたが、メンバーの方が春日部出身とは知りませ

んでした！インタビューを読んで、ＲＥＮＡ先生の言う通り、「しっかりしているけれど

控えめで優しい」人柄が伝わってきました。 

  

3.普通 

・広報誌として必要かつ十分 

・あまり読む記事がなかった 

・評価不能 

・親善大使の記事は関心がない。 

・有名人がいるんだなと感じた。 

・別に特集記事にするほどの記事とは、感じませんでした。 



・表紙や、かすかべ親善大使などが面白かった。 

・特に面白味はなかったため。 

・新規親善大使の紹介記事として読んだ 

・普段通り、色々と情報を得ることが出来た。 

・あまり興味がないので。 

・際だって興味をそそられる記事が今号にはなかったため 

・知らない人なので。 

・あまり興味がなかった 

・恐縮ですが存じ上げていない方でしたのであまり興味が湧きませんでした。 

好きな人には良いと思います。 

   

4.あまり良くなかった    

・写真が大きすぎるのでは、ないでしょうか 

・失礼ですがこの芸能人を知らないので。 

・親善大使に 2.5 ページも使わず、マイナポイントの話題を大きくしたり、インフルエン

ザ予防接種の話題など生活に沿った情報を入れて欲しい。 

・特集をくむほどの人物と思えなかったので。 

（失礼を承知で申し上げてます。ごめんなさい。） 

・すみません、存じ上げない方でしたので。 

・この人を全く知らない。 

   

5.良くなかった    

・芸能人に何も出来ないから。 

・若いアイドルには興味がありません。 

・農業者を甘やかすから 

・今までに「かすかべ親善大使」になった人たちを、「広報かすかべ」の紙面上でどのよう

に紹介してきたのかは不明だが、今回の紙面紹介を見る限り、「広報かすかべ」が春日部

市という地方自治体の「広報紙」という公的性格から外れているのではないかとの感想

を持った。なぜ、1 面全部を使って「山口乃々華さん」の肖像写真を掲載したのかも疑

問だ。春日部市の「親善大使」についての特集記事とするのであれば、春日部市民が「か

すかべ親善大使に、どのような期待をもっているのか？」を、市民サイドにもインタビ

ューして、市民の声も今回の特集記事の中に掲載した方がよかったのではないか？また、

これまでに就任してきた各親善大使の顔写真が 16 面に掲載されているが、これら 13 人

の顔写真も 2 面と 3 面に掲載して、各親善大使ごとに「就任から現在までの貢献の様子」

を紹介するページ構成にしたらよかったように感じた。 

 

 

 



 

問 3 著名人の皆さんが「かすかべ親善大使」として活動されていることを知っていました

か（回答数 70件） 

 

 

図：問 3 回答結果  

 

1.よく知っている…10 件 

2.何人か知っている…31 件 

3.聞いたことはある…11 件  

4.知らなかった…18 件 

 

 

問 4 16面に「かすかべ親善大使」をご紹介しています。 

「かすかべ親善大使」に期待することはありますか（回答数 70件） 

 

・ＳＮＳなどで春日部市をアピールしていただきたい。 

・イベントに呼んで市民と交流の機会を持って、寂れた東口商店街を活性化させてもらえ

たらよいですね。 

ぜひ、草彅剛さんをかすかべ親善大使にしてください。 

・コロナ禍が落ち着いたら、春日部の街に出向いて欲しい。 

・ザキヤマさんのように明るく楽しく春日部を紹介してほしい。 

・せっかくなので、春日部で作っている物を使って何か作ってみてほしい。 

新しいデザインや歌等。子どもたちと体験してもらうのも良さそう。児童館の１日館長

体験とか。 

・ただ春日部出身の著名人だから任命された…ではなく、明確な目的意識を持って活動し

ていただきたいです。 

・テレビに出る際に、「かすかべ」をＰＲしてもらえると嬉しい！YouTube で、春日部の

特産品紹介や、街紹介の動画など配信してもらえるといいなと思います。 

・テレビやイベントで春日部の良い所をもっとアピールしてほしい 

・何か特産品等をアピールして欲しい 

1.よく知っている：10件

（14.2％） 

2.何人か知っている：31件 

（44.2％） 
3.聞いたことはある：11件 

（15.7％） 

4.知らなかった：18件 

（25.7％） 

※端数処理の関係で合計が100％になっていません 



・もっと発言して欲しいし、他にも春日部に縁のある人を知っている範囲で紹介して 

欲しい 

・ビビる大木さんはＴＶ番組の中で自分は春日部親善大使とたびたび発言しています。他

の人にも、機会あるごとになにげなく「春日部」の「か」の字を出してもらえたら春日

部・クレヨンしんちゃん・桐の町・麦わら帽子の町と印象に残ると思います。 

・もっとＰＲをして、全国区で春日部を知ってもらいたい 

・もっとしれわたるように、あちこちでアピールしてほしい 

・もっと春日部の魅力をテレビで紹介して頂きたいです。 

・ララガーデン一階のステージとか、藤まつりなど 

誰でも見やすい所で楽しいイベントをしてほしい。 

・各親善大使がどのような活動をしているのか？（してきたのかを）を具体的に紙面で紹

介してほしい。 

・機会あるごとに春日部の良さを発信していただきたい。 

・広く春日部をアピールして欲しい 

・広告塔なのか？存在意義がいまいちよくわからないし、評価もしづらい 

・市の任命責任について尋ねたい。氏名と顔を見て、春日部市との関係性がはかれない人

が何人かいる。大使に公費が払われているかどうかも含め、大使が増えることが市民に

プラスになることを判るようにしてほしい。 

・市内のイベントへの出演や講演会 

・若い世代の人たちが住んでくれるように、アピールしてほしい。 

・春日部がイメージアップするような活動をしてほしい 

・春日部に活気をもたらしてほしいです！ 

・春日部の「ゴミの分別について」呼びかけて、認識を広めてほしいです。 

・春日部のいいところはアピールしていただきながら、こうしたらもっといい春日部にな

るといった率直な意見ももっと声にあげてほしいです。 

・春日部のイベントに参加してください。 

肩書きだけで活動されているとはあまり思えないので。 

テレビで春日部のお話をしてくれてる印象もあまりないです。 

・春日部の魅力が、外部に広まるといいと思います。 

・春日部の魅力を発信し、春日部の発展に繋げてほしい 

・春日部の魅力を発信して欲しい。 

・春日部は電車で大宮や柏・おおたかの森・船橋方面にも直通で行け、日光方面や東京方

面にも直通で行ける。車では新 4 号や 16 号も通っていて便利。意外と知られていない

が便利な土地だということをメディアでアピールし、今後企業や住人が増えてくれるこ

とを期待しています。 

・春日部をもっとアピールしてほしい。 

・春日部を全国にアピールしてほしい 

・春日部市のイベントに出てほしい。 

・春日部市の良いところを紹介してほしい。 

・春日部市はとても住みやすい町なので、その事をもっと世間に伝えて欲しいです。 



 

・春日部市のイベントを広くＰＲしてほしいです。 

たとえば夏祭りやジャズフェスティバルなど。 

・春日部市を、メディア等で、ＰＲしてほしい 

・春日部市をＰＲしていただき、春日部市のイメージアップにつながること。 

・春日部市を強くアピールして人口増に繋げて欲しい 

・春日部市を広めてほしい 

・春日部市を広めてほしい 

・春日部市を全国に向けて発信して、知名度を上げて、活気のある市になるといいですね 

・焼畑を辞めさせて欲しい。運送会社が巻き上げる粉塵の被害が大きいので、何とかして

欲しい 

・色んな春日部のイベントに参加していただきたいです。特に茂木健一郎さんが好きで著

書も読んでいます。小学校などに公園に来ていただきたいです。子育てとか子供の為の

脳科学など特イベントや体験イベントあれば参加したいです。 

・親善大使としてどんな活動をしているのか、もっと見せたらいい 

・親善大使の皆さんの力で春日部にもっと魅力的な場所を作って欲しい。 

大人も子供も休みの日に遊びに行けるような。 

・親善大使を複数人集めて、良いところも悪いところもあわせて座談会してみてほしい。 

・積極的な春日部の街のブランディング、及び、積極的なメディア発信 

・地元を積極的に盛り上げていって欲しい。 

・発信はもちろん、春日部に来てイベントに参加して、市民とふれあいの場を設けること

ができればより身近に感じられそう。 

・名産品や観光地を作りアピールしてほしい。 

・茂木健一郎は親善大使から外した方がよいのではないか。最近の偏向発言の数々は看過

したがたい 

 

・特になし（17 件） 

 

問 5 春日部の冬の風物詩として思いつくものはどんなものですか（行事、風景など） 

（回答数 70件） 

 

・羽子板 

・羽子板・・浅草の羽子板市では春日部産の羽子板が並びます。麦藁帽子や桐たんす以外

の、隠れた名産だと思います。 

・羽子板市 

・羽子板販売 

・押し絵羽子板と春日部八幡神社の薪能を思い浮かべた。この二つについて、市民がどの

ような思いを抱いているのか、「広報かすかべ新年号」で市民意識を取り上げてほしい。 

・押し絵羽子板市。 

・春日部駅東口駅前で以前開催されていた羽子板市。 



・夏のお祭りや花火大会、藤まつり、大凧は最近無くて寂しいですが、春日部らしいと思

います。 

・秋から冬に良く見られる景色なんですが、夕闇迫る頃、ウイング・ハット春日部あたり

の水田から見える「夕焼け」と富士山のシルエットは最高の風景です。 

「道しるべ」という題で作った YouTube ですが、春日部紹介しています。 

https://www.youtube.com/watch?v=kb9xwETYlow 

「坂」という題で春日部自慢をしています。 

https://youtu.be/-6U9o8x-YVI 

・駅前のイルミネーション 

・春日部駅のイルミネーション 

・春日部駅西口のクリスマスイルミネーション 

・春日部駅前のイルミネーション。小さいけど、冬だなと思います。藤棚のようなイルミ

ネーション好きです。 

・武里駅や南桜井駅、春日部駅前のイルミネーション 

・初詣。富士山が綺麗に見えること。 

・商工祭 

・大凧祭りと藤まつり 

・大凧大会 

・凧あげ 

・大落し古利根川の野鳥 

・大落古利根川などの冬鳥 

・古利根川の水鳥 

・古利根川の野鳥 

・筑波山と富士山が同時に見られる（1-2 月前後） 

・冬前に、市役所前の通りの銀杏が黄色くなる。 

・藤の花、藤まつり、大凧あげ大会 

・温泉 

・春日部神明社の酉の市 

・酉の市 

・酉の市 

・酉の市 

・酉の市 

・酉の市、駅前の屋台の温かみで年の瀬を感じます 

・酉の市とイルミネーション 

・年末の年越しお神輿 

・八幡神社の初詣 

・北春日部駅舎から富士山が望めること。 

・野焼きの匂い（引っ越して来た当初は不快でしたが、最近は少しずつ慣れてきました。） 

・田を焼いて煙臭くなること。そのせいで呼吸器の病気になったこと 

・なす 



・引っ越したばかりなので、知らない。逆に風物詩を作ってほしい。今のところ引っ越し

て 1 年でインプットされたのは、藤の花と麦わら帽子と大凧。あと風物詩ではないが首

都圏外郭放水路。 

・すぐに出て来ない 

・意外と無いかも知れない。 

・特になし。 

何も思い付くものがないということが、恥ずかしいと思うくらい、頑張って春日部市を

盛り立てて欲しい。 

・特になし。 

春は藤まつり、夏は夏祭り、秋は音楽祭が思い浮かぶが、冬は思い浮かばない。 

 

・特になし（25 件） 

 


