
インターネットモニター第 1 回アンケート結果 

（「広報かすかべ」令和 4 年 5 月号） 

回答者数＝79 人（回答率 79％） 

※自由記述の回答は、ほぼ原文をそのまま掲載しています 

 

問 1 地域の情報をどこから入手していますか（複数選択可）（回答数 185 件） 

 

図：問 1 の回答結果 

1.広報紙…73 件    

2.市公式ホームページ…32 件 

3.安心安全情報メール「春日部」…23 件 

4.市公式ツイッター…8 件 

5.市公式ライン…15 件 

6.市公式フェイスブック…2 件 

7.掲示物…9 件 

8.知人・友人…15 件  

9.その他…8 件 

・インスタグラムのハッシュタグ春日部で 

・自治会掲示所 

・KASUKABE情報掲示板 

・自治会で配布してくれる 

・市長や市議のツイッター 

・回覧板 

・足と耳 

・児童支援センター 

0 20 40 60 80

9.その他            

8.知人・友人          

7.掲示物            

6.市公式フェイスブック     

5.市公式ライン         

4.市公式ツイッター       

3.安心安全情報メール「春日部」 

2.市公式ホームページ      

1.広報紙            

（件） 



 

問 2 「広報かすかべ」を読んでいますか（回答数 79 件） 

 

図：問 2 の回答結果 

1.毎月読む…69 件 

2.たまに読む…9 件 

3.ほとんど読まない…1 件 

4.モニターになるまで読んだことがない…0 件 

5.広報かすかべが発行されていることを知らなかった…0 件 

 

問 3 今回、「広報かすかべ」をどの方法で読みましたか（回答数 79 件） 

 

図：問 3 回答結果 

1.自宅に届いた紙面…65 件 

2.駅や公共施設で入手した紙面…4 件 

3.市公式ホームページ…8 件 

4.マチイロ（スマートフォンアプリ）…0 件 

5.マイ広報紙（ウェブサイト）…2 件 

6.その他…0 件 

1.毎月読む：69件 

2.たまに読む：9件 

3.ほとんど読まない：1件 

1.自宅に届いた紙面：65件 

2.駅や公共施設で入手した 

 紙面：4件 

3.市公式ホームページ：8件 

5.マイ広報紙（ウェブサイト）：2件 



問 4 「広報かすかべ」5 月号で関心を持った（面白いと思った）記事はどれですか 

問 4-A  その理由は何ですか 

 

1・2・3 面 初夏の陽気に誘われて公園に出かけよう 

・表紙がタウン情報誌のようになっていたこと 

・写真がインパクトがあり目を引きました。公園は、こどもと遊びに行くため常にリサー

チしており、参考になりました。 

・表紙 手にとって広げたとき、色鮮やかで本当に広報かすかべか確認してしまった。フォ

ーマットのスマイルがかわいいのに、タレントさんが真ん中に写っていて、せっかく五

月なのだから大凧とか鯉のぼりとか、、そういうものの方が個人的にはよかった。 

・公園遊びのポイントやリニューアルされた情報を載せている点。 

いつもとデザインが違い、関根麻里さんが全面に押し出されていて、今までの広報より

もわくわくした。 

・高齢化になるにつれて、車はもちろん自転車に乗っていても危ない運転をよく目にする

から 

・1 面の関根さんといい、青の配色といい、目につきやすく、公園のビフォーアフターが

わかりやすかったです。感染防止しながらも積極的に活用したいと思いました。 

・子どもと公園に行くことが多いから。 

・時々見掛ける市内の公園が古い場所もあり、自分が小学生だった頃の様に走りまわった

りどんぐりを拾ったりする子供達の姿がなくなっていたので、少しでも新しくなり遊具

でたくさん友達と色んなものでカラダを動かせる場所が増えるといいなとおもっていた

ため 

・公園でウォーキングをするのが好きなので知らない公園を知れて良かった 

・新しくなった公園の情報が色々載っていて、所在地の記載もあって分かりやすくて良か

った 

・私が育休中で上の子と遊びに行く公園の情報を知れてよかった 

・カラフルな滑り台の公園が春日部市にこんなにあるのが分かったこと。 

・知ってる公園はあるかな？とかあそこの公園の遊具キレイになったんだね？と話をしま

した。 

・子供がいるから 

・関根麻里さんのトークや最近の公園の遊具がリニューアルしていて、よく孫と公園に行

ったりするので参考になりました。 

・公園が新しくなった事を知れたからよかった。 

・自分の子ども達を連れて、色んな公園に行った事を思いだしました。リニューアルされ

た公園巡りも楽しそうかもしれません。 

・クレヨンしんちゃんの大ファンだと言う関根麻里さんが、春日部の公園に遊びに来ると

いう企画が面白いと思います。 

・関根麻里さんがでていて読みやすかった 

・子供がいるので公園特集に興味があるから。 

・春日部市の公園の工夫が、麻里さんのコメントでより魅力が増した様に感じた。 



・関根麻里の声が聞けてよかった。 

・タイムリーな記事になっている。 

・よく利用する公園が特集されていたから。 

・素敵な公園が春日部にもあることを知りました。 

 

4 面 シティセールス情報誌「haru
はるたす

⁺」発行 

・シティーセールス情報誌が存在していることをはじめて知った。もっと配布場所を増や

したほうが認知度は上がると思う。税金使って作ってるのなら、より多くの市民に届け

てほしい。読んでみたいと思った。 

・表紙イラストが優しくて素敵。何が載っているのか読んでみたくなりました。 

・初耳の情報誌だったので、興味が湧き、読んでみたいと思ったため。 

・読んでみたいと思えたから 

・地域での暮らし方に焦点を当てた広報誌が新たに発行されることになったという事を知

り、見てみたいと思ったから。 

・これからの春日部市の発展・魅力をひろげるためには良いこと 

 

4 面 市内の犯罪情勢を公表 

・身近な防犯に役立った 

 

5 面 公共交通アクセスをより便利にする実証実験・試験導入 

・より便利な交通手段は、運転のできない高齢者の QOL の向上の手助けになると考える

から。 

・高齢なので、将来的には公共交通機関にお世話になる時が来ると思い、その視点からこ

の記事を拝見した。実証実験ではあるが、登録申請対象者の資格（年齢等の条件）がは

っきりと示されていないように思う。市内居住者であれば無条件なのどうか、基準を明

示した方がよかったのではないか？ 

・自動車の運転に不安があるので、自家用車以外の移動手段に関心があるから。今回は庄

和地区での実験とのことだが、自分の住む武里地区への広がりも含めて興味を持った。 

面白いと思った。 

・春日部市内、車がないと移動に不便を感じるので、移動手段が増えるこういう取り組み

は大変助かると思います。 

・駅から遠い地域の移動手段がより安く便利になれば、人々の移動も増え街の活性化にも

繋がるかと思いました。 

・自身にも 70 代の父母がいるが、車の運転が危なっなしく、免許返納をすすめているが、

市内の公共交通機関の便は便利とは言えないので今も毎日車に乗っている。 

・今回対象の地域ではないが、このような取り組みがスタートすれば、市内の高齢ドライ

バーの免許返納もすすむのではないか。 

 



5 面 楽しく歩いて健康づくり 

・商品券が当たることを知って。 

・ポイントを貯めて抽選に参加できるところが気になりました。歩くことは健康につなが

ると思うので、スマホと連携してもっと手軽にできるようになると良いと思いました。 

・歩数でポイントが貯まる 

 

5 面 2 年 9 カ月にわたり市政に貢献された佐藤哲也副市長が 3/31 をもって退任しました 

・副市長の佐藤さんのことは知りませんでした。立体交差の事業実現を待たず退任とは残

念です。退任後どこかの役所に「かえる」のか一言欲しかった。さらに新規の副市長は

どこから来る、どんな人か紹介してほしい。 

 

6 面 8 月からの新しい国民健康保険被保険者証のお知らせ 

・２枚から１枚になり、良かった。いつも１枚になればと思っていました。 

・丁度その年代。今まで 2 種類見せていたのが一体化したのは便利です。 

・高齢受給者証と被保険者証が、ようやく一体化されるとのこと。高齢者にとってかなり

利便性がよくなると思います。 

 

6 面 6 月から特定健康診査などが始まります 

・今回の内容とは違うが、以前、無料乳がん検診がコロナ禍だったため、受けることをた

めらってしまった。検診などを気に掛けている。 

 

6 面 平常時にうちに災害などの情報取得手段をチェック 

・わたしのような高齢者はスマートフォンも苦手なので、このように集約して掲載してい

ただいて助かります。 

 

8 面 子育て情報便 5 月・6 月の予定  

・ぽっけのおうちは何度かお世話になったことがあり目に留まった。ラインなどで気軽に

相談ができるのは子育てしている人たちにとって大変心強いと思う。 

・子育てをしているので市の情報をキャッチしたいので 

 

9 面 集まれ！元気っ子 

・はじめての子供で右も左も見えなくなるくらい、息が詰まってしまうときもあるなか、

こんな感じで良いって言う情報がパッと目に入ってきて良いと思う。また将来的に通う

幼稚園・保育園情報もありがたい。 

・以前通っていた幼稚園だったので。 

 

10・11・12 面 INFORMATION かすかべ情報 

・イベント、セミナー案内や趣味欄、保険等情報がいろいろ紹介されているのでありがた

い。 

・何か必要な情報があれば知っておきたいから 



・情報が多く、関心持てる記事があったので。 

・市内の講習会 短期のサークル紹介 

・福祉について知る事が出来る 

・市の活動がわかるから 

・伝言板や趣味教養の欄に自分に合った情報が載っている。 

・イベント情報 

・イベントやセミナーを知って参加したいから 

・種々の情報を知りたいからです。  

・自分が市政に参加出来るものがあるか確認出来る 

・子どもに体験させてあげたいと思った。 

・市が取り組んでくれると地元の子ども達同士交流がはかれて成長に繋がって良い経験に

なると思いました。 

・低学年の子も体験できるアウトドアのイベントがあれば尚良いかなと思います。コロナ

の影響で人間関係の構築が難しく感じた子達もいると思います。 

・参加できそうな内容だったから。 

 

13 面 かすかべ今昔絵巻 

・自分が今の住んでいる地域の、歴史や昔の姿には、興味が尽きません。 

 

13 面 1 分で分かる SDGs 

・脱炭素社会への実現に向けて率先して対策を講じている市内企業がいることに感心した

ため。 

・環境問題に興味があるため。環境問題に携わる仕事であるため。 

・SDGs って言葉はよく聞くが、具体的に何のことなのか、世界の現状と春日部で出来て

いることを比較表記している点。 

 

14 面 みんなの伝言板 

・なにかおもしろそうな催しやサークルがあったら参加してみたいので 

 

15 面 5 月 6 月 休日当番医 休日当番薬局 

・GW なのでもしもの時の為にある程度確認しておきたかったから 

 

16 面 新型コロナウイルス関連情報 掲示板 

・書面でワクチンに関する重要な情報がみれたから。 

(接種期限があることを広報で知った) 

・予約方法で、LINE の QR コードが載っていたので便利だった。 

・生死に関わるから。 

 

 



その他 

・増税 

・特派員レポート 現場、市民の声のレポートは身近に感じる 

・守る、引き継ぐ 春日部が誇るイベント、是非若い人に引き継ぎ、守ってもらいたいで

す。 

・特別版 鉄道の高架化、始動 鉄道の高架化実現を兼ねてより望んできており、その進

捗状況が気になるため。 

・名前を入れた大凧揚げ 記念になる。今回初めて知ったが、自分の親の古希のおいわい

や、結婚記念日などでやってみたい。 

 

問 5「広報かすかべ」5 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 79

件） 

 

 
図：問 5 回答結果 

1.とても良かった…32 件 

2.良かった…25 件 

3.普通…15 件 

4.あまり良くなかった…6 件 

5.良くなかった …1 件 

 

     

問 5-A その理由は何ですか 

1.とても良かった 

・春日部市の公園の工夫が、麻里さんのコメントでより魅力が増した様に感じた。 

・あれ？見たことある遊具だとおもったら、散歩で通る公園でした。改修前と比べて幼子

をつれた親子ずれの人が、多くなっている。できれば、広場の真ん中に木を植えてもら

い木陰があるとよいと思います。 

・身近な公園を具体的に紹介してくれると、出かけてみようかという気持ちになるし、孫

が来た時にも教えてあげられるから。 

・伝統行事である大凧あげ祭りを新しい視点(まちには凧がいっぱい)で取り上げたこと。 

1.とても良かった：32件 

2.良かった：25件 

3.普通：15件 

4.あまり良くなかった：6件 

5.良くなかった：1件 



・写真がカラフルで先ず目に付いた。見出しや、本文の字体を変えていたり、横長一列の

文章ではないのでよみやすかった。公園の場所を思い浮かべたり、通りかかったときに

見てみようと思ったので。 

・写真を使っている点や絵が入っていたり、文字も読みやすかったです。以前の広報と比

べて親しみやすい感じがしました。 

・子供が生まれてから公園がとても身近な存在になったので、興味深く読みました。 

様々な公園へ行きましたが、やはり新しくてきれいな公園はたくさんの家族連れで賑わ

っています。 

新しい公園の遊具は安全面もしっかり考えられており、安心して遊ばせることができ 

ます。 

市の公園リニューアル事業は親として有難く感じており、子供から大人まで皆が安心し

て楽しく過ごせる公園が、これからどんどん増えるといいな…と思っています。 

関根麻里さんのインタビューも共感する所が沢山ありました。 

日々子供と遊ぶのに「どこか良い公園はないかな？」と探しているので、春日部市内の

公園が紹介されていて参考になりました！ 

かすかべオラナビも利用してみようと思います。 

・これからの季節にぴったりの記事だと思います。 

いくつか公園が紹介されていて、その中でも内牧公園はお勧めです。 

この記事を読むと、公園に行きたくなる親子が増えると思います。 

・関根まりさんが好きなので、楽しく文章が読めた 

・有名人がでていてインパクトがあるから。子育てや子供が使える施設の整備をもっとし

てほしいから。でも、普通の公園に有名人を連れて行くのはもったいない気もした。 

・関根麻里さんの市内公園訪問の感想は一般人と変わらぬ視点で述べられており好感がも

てた。ただ、公園に対する感想や要望は、市内居住者で 5，6 歳までの児童を養育する母

親たちの座談会形式の感想でもよかったのではないか？それと、「注目の公園はここ」で

は、公園の所在地表示があるのに、豊町第 3 公園については「所在地表示の掲載がどこ

にあるのか不明だったのが残念な気がした。 

・関根麻里さんが好きなので。 

・コロナ化でゆっくり遊ぶ機会がなかったママや子供の為に必見な特集でした。 

・身近な公園ですので非常に良かった。 

・引っ越してきてあまり公園の事情がわからなく、子供と一緒に行くきっかけになりまし

た。 

古い公園が多いので今後も改修が進んでいくと嬉しいです。 

・沢山の公園の遊具情報が掲載されていたて、読みやすい記事だった。 

・春日部に住み始めて 20 年ですが、知らないことがたくさんありました。 

・静岡県で高齢住民の反対によって公園へのカフェ設置が断念されたニュースを以前見た

特集記事を読むと、春日部市では高齢住民が子育てに理解をもち、子育てを意識した公

園が整備されているとわかり、安心した。 

・関根麻里さんが好きなので、表紙に写っていたのが良かったです。 

・防犯に、関してあまり考えた事がなかったからためになりました。 



・綺麗な公園があまりない気がしていたので紹介されている所に行ってみたいと思いまし

た。 

・春日部市の公園の役割を再認識した。 

・身近なところをピックアップしてくれた点。 

・表紙からタレントが起用され、目を引きました。広報誌リニューアルを印象付けるイン

パクトがあったのでは。公園事業は写真のビフォーアフターも分かりやすく、日傘をさ

せるベンチなども小さな情報だが関心をもちました。暖かになり公園の利用者が増える

だろう時期に合った記事だと思いました。 

・上で答えたように分かりやすくて子供と行きたくなる記事でした。 

・地元の自治会長さんの声もあったり、写真も豊富で魅力的な記事でした。 

・コロナ禍で出かけづらくても、このように整備された公園が近所にあれば楽しいと思い

ます。 

・子育て終えた世代だが、今の公園事情が知れて楽しい。散歩などに足を運びたいと思っ

た。 

・リニューアルして、表紙が一瞬、LaLa ガーデンの広告かと思ったくらい、ロゴやモデ

ル、カラーが良くなったと感じました。 

・紙面リニューアルされ、目を通しやすくなった。 

・Haru +が広報だったということ、1 分で分かる SDGs は子供に意識付け出来ました。毎

月ですが、休日の当番医はイザという時に助かってます。 

・とても見やすくて、行ってみたいなって気持ちになりました。関根麻里さんも親しみや

すくて良かったです。 

 

2.良かった 

・以前より読みやすくなった 

・日傘になるという、どう使えばいいかわからない遊具？道具？の使い方がなんとなくわ

かったから。 

・紙面が見やすかった。公園づくり事業のことについてよく分かった。ただし自宅から離

れたところの公園のリニューアル情報がメインだったため、読み飛ばした部分もある。

内牧公園や、庄和総合公園などの車で行ける大きな公園の話であれば読み応えがあった

と思います。 

・公園がリニューアルした情報は子どもがいる私にとっては興味をひかれたし、行ってみ

ようかな？と思う内容だった。 

情報が、所在地の住所だけというのが残念だった。 

地図で載せてくれたり、駐車場やトイレがあるのかというのは子連れにとって重要だと

思います。 

・公園の写真の変化がわかりやすく、子育て世代にとって行こうと思うきっかけになると

思います。 

・子育ても終了し関係ないと思いつつも関根麻里さんに目を引かれ読み進めたら公園も

日々変わっているのだということが分かりました。掲載されていた公園のざっとした地

図が載っていたらもっと想像しやすいなぁと思いました。 



・春日部や市政の情報を得ることが出来るのでよかったと思います。これからも参考にし

ていきたいです。 

・公園名が紹介されてましたが、簡単な地図も入れてほしい。QR コードで検索すればい

いのだが、、常にスマホに依存したくないと思います。 

・行ってみたい気がした 

・いい情報を Get できた。表紙に驚いた。きれいな人だと思ったら、関根さんでした。今

昔絵巻も毎回楽しみに拝見してます。 

・特集テーマ自体は良かったが、インタビュー等なくても、春日部にある公園をもっと具

体的に特集してもらったらなお良かった。 

・別件だが先ほど 2020 年 5 月の広報かすかべを読んで別回答を送付してしまった。原因

は、市の公式 HP 上で広報かすかべが古い順番に掲載されていた為。この手の情報は、

新しい号をページの最初に表示させるべきだと思う。 

・お子さんが小さい方には、とてもいい情報だと思います。 

特に注目の公園は、公園の詳細が細かく記載されて、行ってみたいと思う気持ちになれ

ると思います。 

・おしゃれになったし、QR コードが増えてスマホを使える人には便利だと思いました。

でもお年寄りは？大丈夫かなぁと。 

・市内にある施設を知ることができた。これからも紹介してください。 

・身近な公園情報が書かれていて、いつもと違うところにお散歩行ってみようかな？と思

える。同じ市内と言えど地名だけでは場所が思い付かないので、簡単な地図を入れたり、

子供たちに何が楽しかったのかインタビューやアンケート結果があれば子供と一緒に楽

しめそう。 

・公園の情報は散歩する時の参考になります。 

・以前より明るく、ポップな感じがしました。 

・公園は、お金がかからず、近場で手軽に遊べる場所なので、色々な情報は嬉しいです。

ただ、なぜ関根麻里さん？有名人に税金で依頼するのはもったいないと思います。広報

にそういうのはいらないです。 

・もっと内容が多いとさらに良い 

・紙面がリューアルして色も多くなり、見たい記事が見つけやすくなった 

・著名人の写真&コメントは目を引く。新しくなった公園についても分かりやすく載って

いて、ぜひ行ってみたいという気持ちになった。簡単な地図が書いてあれば更に良いと

思った。 

・広報ではありますが、明るい紙面にまず若い人達が入りやすいのではないかと全体を最

初に見て感じたからです。 

・リニューアルされたことを知らなかったので行ってみたいなと思った。 

周りの公園も使用禁止の遊具があるので早く使えるようになってくれると嬉しいです。

広報に公園 map を載せてもらえると助かります。ネットで見ない人もいると思うし、子

どもと一緒に広報見ながら教えてあげられます。「公園遊びのポイント」は子どもに読ま

せます。 

 



3.普通 

・特に何も思わなかった。外食しないため。 

・子どもがいないので、あまりピンと来なかった。 

・特集で取り上げている公園については、今般のコロナ禍で需要があり適切である。しか

しながら、共働きをしている世帯が多い中で、女性（母親）目線ではなくて、男性（父

親）や祖父母目線の特集で記事を掲載した方が時代の趨勢に合っていたのではと感じる。 

・一部クイズ形式があったら面白かったかも 

・コロナ禍で外出がやや不安なときなので、公園に行きたい気持ちはあるがちょっと控え

ている。 

今はそんな時なのであまり関心としては薄い。 

・特に春日部市に縁のあるタレントさんでもなく、興味がもてなかった。 

・小さい子どもがいないのであまり関心がなかった。 

・概ねよかったが、クレヨンしんちゃんが好きだという関根麻里さんが表紙に出ていたの

に若干無理を感じ、新しい広報を期待していただけに印象が下がった。春日部出身の気

象予報士の井田寛子さん・伊藤みゆきさんとか直接縁のある人の方がいい。 

・みやすく構成内容はよいが、警察署長のコメではなく指導員とか地道に活動してる方々

のコメが良いと思った 

・いつも通りの内容。特別悪くもないが、良くもない。 

・自分には身近には感じない。駅の東側にはほとんど公園がない（小渕） 

・クレヨンしんちゃんが好きというだけで、縁がないタレント、なぜこの人？もっと春日

部に近い人(せめて埼玉出身)の起用じゃだめなのか。公園がリニューアルされたことは

とても良くわかった。 

・もう少し詳しくかいてほしい。 

関根麻里さんよりも、もっと公園を紹介してほしい。なぜ、関根麻里さんだったのだろ

うか。 

 

4.あまり良くなかった 

・公園イコール子供の遊び場の短絡的思考で書かれていて、子供がいない私には何ら興味

のない情報でした。確かに子供は大事ですが、それ一辺倒なのもどうかと思います。 

他に書く欄がないので、ここに書きます。Kasükabe だと、カシュカベ的な発音になっ

てしまって、違和感があり過ぎです。 

・高校生以上の子供を持つ主婦には興味が持てる内容はありませんでした。 

・幼児や高齢者向けの記事が多い広報で、この特集までも小さい子どもがいる世代向けで

偏った広報の印象。中高大生がいる家庭向けの活動が少ない。 

・もう子育てが終わったので、他の情報が欲しい。 

・春日部にゆかりのある人ではないのが残念だった 

・あんまり興味がないし参考になりません。 

 

 



5.良くなかった 

・とても内容が薄く、市税を投じてまで広報すべき内容ではない。 

また、自分がリニューアルを知っていたくらいなので、大半の旧春日部地域市民へは二

重アナウンスだったのではないか？    


