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（１）性別

（２）年代

72.6%・回答者数　   ４３名　　回収率61 名

25

・テーマ　　広報あさか全般及び令和３年１月号・令和３年７月号について

・実施期間　　令和３年８月１０日（火）から令和３年８月２４日（火）まで

男性 41.0

4 6.6

女性

その他

・調査対象者　朝霞市市政モニター　６８名

・回答者の属性

３０代

１０代

年代

12

２０代

19.7

0

人数

0.0

35

0

構成比（％）

0.0

57.4

84 名

回答率

性別 構成比（％）人数

19.7

26.2

７０歳以上 5

４０代

５０代 19.7

16

６０代 12

8.2

12

選択しない 1 1.64

男性

41.0%
女性

57.4%

その他

0.0%

選択しない

1.6%

（１）性別

１０代

0.0%

２０代

6.6%

３０代

19.7%

４０代

26.2%

５０代

19.7%

６０代

19.7%

７０歳以上

8.2%

（２）年代
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（３）回答方法

（４）地域

三原 9 （４）地域

膝折町 6

溝沼 6

本町 5

幸町 5

栄町 5

岡 4

根岸台 4

朝志ケ丘 3

東弁財 3

西原 2

田島 2

宮戸 2

北原 1

仲町 1

青葉台 1

泉水 1

未選択 1

合計 100%

※

3.3

1.6

3.3

1.6

1.6

6.6

4.9

17 27.9

回答方法 人数 構成比（％）

地域

14.8

メール 44 72.1

郵送

構成比％人数

9.8

8.2

9.8

8.2

自由記述の表現はできる限り原文のまま記載していますが、一部表現を修正しているところがあり

ます。

3.3

1.6

8.2

1.6

6.6

4.9

※

61

構成比率は、回答者数を基数として百分率（％）で表示しています。百分率は、小数点以下第２位
を四捨五入して算出しているため、合計が１００％にならない場合があります。また、複数回答の
場合は、構成比率の合計が１００％を超える場合があります。
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回答件数

問１

91.8

回答内容 構成比（％）

8.2ない

問１で「ある」と答えた方にお聞きします。

広報あさかでよく見る記事、ページは何ですか。

56

広報あさか全般についてお聞きします。広報あさかは、現在、全戸配布されていますが、

広報あさかを読んだことはありますか。

5

ある

問２

 

●わたくしたちの健康、ようこそ！あさかの生涯学習へ、全般に目を通します。（７０歳以上 男性） 

●情報ＢＯＸの募集。（５０代 男性） 

●お知らせのページ。（４０代 男性） 

●ＰＨＯＴＯ ＮＥＷＳ。情報ＢＯＸ。（５０代 女性） 

●ＰＨＯＴＯ ＮＥＷＳ。（７０歳以上 男性） 

●情報ＢＯＸ。（３０代 女性、４０代 男性、５０代 女性、他４名） 

●催し・講座、みんなの図書館、スポーツ・レクリエーション、博物館へ行こう！（４０代 女性） 

●見開きのページと特集ページ。（４０代 女性） 

●最初から順に、じっくり・ゆっくり読んでいます。（６０代 女性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ、市長コラム、東京オリンピック・パラリンピック

聖火リレールート関連記事。（７０歳以上 男性） 

●表紙、わたくしたちの健康、博物館へ行こう！。（６０代 女性） 

●情報ＢＯＸ、ご案内・催し、みんなの図書館。（６０代 男性） 

●手話。小ネタみたいな記事ですが、何となく必ず見ます。（３０代 女性） 

●情報ＢＯＸ、催し・講座、市民伝言板。（６０代 女性） 

●催し・講座、ＰＨＯＴＯ ＮＥＷＳ。（６０代 女性） 

●ＰＨＯＴＯ ＮＥＷＳや新型コロナウイルス感染症の情報等。（４０代 女性） 

●予防接種とかの案内。（３０代 男性） 

●ひととおり確認します。（３０代 男性、４０代 男性、５０代 男性 他２名） 

●市民伝言板。（６０代 男性） 

●各種お知らせ。（５０代 男性） 

●議会だより。（４０代 女性） 

●わくわくどーむの教室探し、イベント情報。（３０代 女性） 

●イベント開催予告（体育大会や彩夏祭など）の記事、就職募集記事、生涯学習や図書館からのお

知らせなど。（４０代 男性） 

●情報ＢＯＸ、催し・講座、スポーツ・レクリエーション。（６０代 女性） 

●催し・講座。（２０代 女性、４０代 女性） 

●新型コロナウイルスに関する記事。（４０代 女性） 

●ワクチン情報などその時のトピックス。（３０代 女性） 

●情報ＢＯＸの募集や案内、わくわくどーむなどの行事案内。（５０代 女性） 

●イベント、催しもののページ。（４０代 男性） 

●全部見ますが、特にイベントのページを見ます。（３０代 女性） 
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●流し読みなので、意識していません。（３０代 男性） 

●新型コロナウイルス感染症に関するもの、催し物（市役所の直売、オリパラなど）、催し物による

交通規制、博物館情報、納税時期には納税に関するものです。（４０代 女性） 

●高齢者福祉・介護保険サービスのご案内。（５０代 男性） 

●催し・講座、議会だより。（３０代 女性） 

●議会の質問、情報ＢＯＸ、生涯学習。（４０代 女性） 

●福祉のページ。（３０代 女性） 

●議会、予算、募集、案内、特集。（７０歳以上 男性） 

●特にどこをよく見るという訳ではなく、全体的に流し読みし、興味や関係のある記事があれば 

しっかり読みます。（４０代 男性） 

●市長のコラム、情報ＢＯＸ、ＰＨＯＴＯ ＮＥＷＳ。（３０代 女性） 

●「あさか市民活動ニュースレター」、「わたくしたちの健康」は特によく見ます（５０代 女性） 

 

 

回答内容

4

ちょうどいい

やや大きい

0.0

0.0

1

回答件数

0.0

問３

35

濃い

構成比（％）

47

やや少ない

77.0

文字の大きさはどうですか。

広報あさか１月号について

0.00

11.5多い

29.5

57.4

0

文字の量はどうですか。

7

やや多い 18

回答件数

構成比（％）

6.6

回答内容

4 6.6やや薄い

0

ちょうどいい

回答内容

ちょうどいい

構成比（％）

1.6やや濃い

0少ない

やや小さい

大きい

色の濃さはどうですか。

7

1

11.5

1.6

16.4

回答件数

薄い

小さい

10

問４

問５

80.349
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4.9

構成比（％）

回答件数

回答内容

0.0

２４～２８ページ「ようこそ！あさかの生涯学習へ」についてご意見・ご感想をお願いし
ます。

やや悪い

23

45.9

回答内容

問６

良い

やや少ない

ちょうどいい

3

問９

ページ数は適切ですか。

多い 5

7

28

12

構成比（％）

0

3.3

やや良い

問８

6.6

67.2

0 0.0

やや悪い

やや多い

普通

回答件数

記事の表現は適切で分かりやすいですか。

37.7

19.7

回答内容

0.0

普通

2

悪い

41

34.4

4.9

32 52.5

紙面のレイアウトの見やすさはどうですか。

良い

構成比（％）

21

問７

8.2

悪い

3

11.5

4やや良い

少ない

回答件数

無回答 1 1.6

無回答 1 1.6

0

 

●常に学びたいものがあるかをチェックします。（７０歳以上 男性） 

●私にとってあまり興味のない記事なので、読むというより、目を通すという感じです。 

（５０代 男性） 

●文字の配列がごちゃごちゃしていて、読みにくい気がします。（５０代 女性） 

●内容が多いので、どれもインパクトに欠けてしまう。（７０歳以上 男性） 

●申し込み、参加するものもあります。様々な種類があるので、楽しみです。（４０代 女性） 

●色々掲載されていて詳しいので、分かりやすい。（４０代 女性） 

●いつか時間が出来たらレクリエーションに参加してみたいと思っているので、毎号楽しみにして

いますが、今後のコロナウイルス感染症のことを思うと、企画も無くなってしまうかなと心配で

す。（６０代 女性） 

●量が多すぎると感じた。（７０歳以上 男性） 

●平日に開催されるものが多い感じがした。（６０代 女性） 

●募集日時・定員など、かなり狭き門だなと感じます。参加してみたい企画が多いです。 

（６０代 女性） 

●シニア向けに、パソコン・スマートフォン等の講座を開いて欲しい。（６０代 男性） 

●高齢者向けの催し物も充実していて、嬉しく思いました。（６０代 女性） 
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●紙面の都合なのか、文字が小さいように感じられる所もあった。どうしても自分の興味のある所

しか見ないことも多いが、いろいろな教室やイベント等が行われているものだと思う。 

（３０代 女性） 

●市内各所で行われているイベントが分かりやすく掲載されていると思います。（５０代 女性） 

●成人される方がどのような成人になるのか、楽しみです。今後の活躍も知りたい。 

（４０代 女性） 

●生涯学習は、必要。（３０代 男性） 

●学ぶ機会を知ることができ、とても良い。（６０代 男性） 

●色々な催しが行われていることを知ることができた。（４０代 男性） 

●良く網羅されていると思う。（５０代 男性） 

●あまり興味の持てる内容のものがない。申込み方法が、電話、メール、FAX、窓口の時点で面倒

になってしまう。ネット申込みが出来ると良いと思う。（４０代 女性） 

●良いと思います。（４０代 男性） 

●健康が気になる年頃、スポーツ教室の案内がうれしいです。（６０代 女性） 

●２４ページは下に読み進めると、急に違う内容になっていてよくわからなかった。（２０代 女性） 

●新成人の感想の部分が読みにくかった。せっかくの新成人なのだから、もっとページを取って、

写真入りとかで紹介するべきだと思った。全体的にごちゃごちゃしているので、みんなの図書館

のページのようにわかりやすくまとめてほしい。（４０代 女性） 

●絵、写真がもっとあった方がいい。（２０代 男性） 

●良い取り組みだと思う。（６０代 男性） 

●項目ごとにロゴが作ってあって分かりやすかった。予防接種のお知らせは、もう少し目立たせて

もいいのかなと思った。（３０代 女性） 

●このような案内は、いつも見ます。いつも料金もお手頃なので、興味を待って見ています。 

（５０代 女性） 

●イベントや催し物のページは家族で参加できるものがないか、などよく見るので興味深く読みま

した。（４０代 男性） 

●このページを見て、参加を考えることが多いので助かっています。（３０代 女性） 

●あまり興味を惹かれる情報はなかったが、読みやすいと思った。（３０代 女性） 

●企画内容が分かりやすく、開催場所や連絡先がすぐにわかる。（４０代 男性） 

●この広報誌を読んで、丸沼芸術の森コレクションを見に行きたいと思っていました。 

新型コロナウイルス感染症が終息したら、展示してほしいです。（４０代 女性） 

●内容盛りだくさんですが、きちんとジャンルごとに整理されていてとてもわかりやすいと思いま

す。（４０代 女性） 

●気になる案内はあるが、申し込むには躊躇する。参加者の声などがあるとよいかも。 

（５０代 男性） 

●参加できるものがないか探しながらみています。近くで開催されるものが少なくて残念です。 

（４０代 女性） 

●いろいろなイベントがあることを再認識。（６０代 男性） 

●生涯学習のページというよりは各施設のお知らせのコーナー。施設中心のためＩＴやエネルギー

や生命科学等の先端といわれている分野は全く触れられていません。学習というよりは仲良しク

ラブという感想です。（７０歳以上 男性） 
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●色分けがスッキリして全体的に見やすいと思います。文字のレイアウトには少々ごたつきを感じ

ます。新成人のコーナーは名前の重複記述が多く、もっとすっきり出来ると思います。２６ペー

ジの写真と同じ位のサイズの写真があるともう少し見やすいページになると思いますが、字がス

ペースいっぱいな為に、1 月の配布時は読まずに飛ばしました。（５０代 女性） 

●朝霞市が市民の生涯学習を勧めているのは大変良いことだと思います。情報量が多目ですが、分

かりやすい誌面だと思います。（４０代 男性） 

●文字が密集している感じがする。（３０代 女性） 

●図書館のところは読んだりしています。（４０代 女性） 

●様々な催しを知る場としてよく見ています。（５０代 女性） 

●特に問題なく、読めます。レイアウトについて、１月号のため新成人の記事が２４ページに入っ

ているためか、２８ページに、「公民館のひろば」と「みんなすこやか」の記事が載っています。

「みんなすこやか」の記事は、市民への告知の重要度が高いと思うので、できれば「みんなすこ

やか」を上段に、「公民館のひろば」を下段に持ってきたほうがわかりやすいかなと思いました。

特に、高齢者向けのお知らせ（インフルエンザ・肺炎球菌の予防接種）は、高齢者のために、少

し大きめの文字にした方がよいと思いました。７月号の「肝炎ウイルス検査」記事くらいの大き

さの方が見やすいかと思う。個別に案内がいくと思いますが、特に高齢者向けの告知は何回あっ

てもよいと思います。（５０代 女性） 

●新型コロナウイルス感染症の中で、なかなかイベントには参加できませんが、知的向上を進める

学習や研修が望まれます。また、学習内容について、幼児、青少年、壮年、高齢者に区分したペ

ージ割り振りをすると理解しやすいように思います。ただし、みんなの図書館を主に、幼児や青

少年を対象に掲載していると思われます。（６０代 男性） 

 

 

１月号の記事で興味深く読んだ記事はどれですか。その理由はなんですか。問10  

●わたくしたちの健康。年を重ねるごとに、体調維持が気になります。病にあわないよう、どのよ

うに気を付けるかを学んでいます。（７０歳以上 男性） 

●４～５ページの、朝霞市新型コロナウイルス感染症対策事業。世間で騒いでいる新型コロナウイ

ルス感染症に対して、自分に当てはまる助成金や給付金をまず見てしまいます。（５０代 男性） 

●オリンピック・パラリンピックの応援、市長の挨拶、ワクチン関連。（４０代 男性） 

●ＰＨＯＴＯ ＮＥＷＳ。読みやすく、人の活動に力をもらえる気がする。（５０代 女性） 

●ＰＨＯＴＯ ＮＥＷＳ。明るく楽しいから。（７０歳以上 男性） 

●わたくしたちの健康。新型コロナウイルス感染症関連だったので。（７０歳以上 女性） 

●ＰＨＯＴＯ ＮＥＷＳ。写真付きだと目を引くし、見やすいから。（４０代 女性） 

●朝霞市新型コロナウイルス感染症対策。自分が住んでいる朝霞市での対策は何をやっているのか

詳しくわかりました。（４０代 女性） 

●最終ページの、「朝霞でぎゅっと！パラリンピック」。カラーで見やすかった。バリアフリーがど

のくらい整ったかを知ることができてよかった。（６０代 女性） 

●あさか市民活動ニュースレター。ユニカールというスポーツを初めて知り、やってみたいと思っ

た。（６０代 女性） 

●催し・講座。仕事をリタイアしたので、休日・平日でも参加できる機会が増え、スマートフォン

教室とかの興味があるお知らせがないか探しています。（６０代 男性） 



 

8 

●特に無いが、目次がなかったので不便だった。（７０歳以上 男性） 

●あさか市民活動ニュースレター。ユニカールを知らなかったためです。また、このような活動を

朝霞市で行っていることを初めて知って、「へーっ」と思った。（３０代 女性） 

●朝霞でぎゅっと！パラリンピック、バリアフリー散策。４枚の写真を見る限り、朝霞市内はバリ

アフリー化が整備されているように見えるが、実際はごく一部だと思われます。良い所ばかりア

ピールするのではなく、「ここがこのように変わった」のような記事が欲しいと思います。 

（５０代 女性） 

●ようこそ！あさかの生涯学習へ。朝霞市歩こう会や、博物館の催しに興味があり、時々参加して

いるから。（６０代 女性） 

●催し・講座、博物館へ行こう！。コロナで遠くに行けないので、近くの情報があると楽しみです。 

（６０代 女性） 

●ＰＨＯＴＯ ＮＥＷＳで子供が通っている小学校をアルコール消毒してくださったと知りまし

た。子供達にも地元の方の大切さを話す機会になりました。（４０代 女性） 

●オリンピック関係。（３０代 男性） 

●ＰＨＯＴＯ ＮＥＷＳ。画があるとわかりやすい（５０代 男性） 

●朝霞市新型コロナウイルス感染症対策事業。朝霞市のコロナ対応が理解できた。（６０代 男性） 

●新型コロナウイルス感染症対策関係。国、市の取り組みを知るため。（４０代 男性） 

●博物館。（５０代 男性） 

●ＰＨＯＴＯ ＮＥＷＳ。島の上公園の展望テラスが気になったからです。（４０代 女性） 

●わくわくどーむからの案内。息子が利用できるか調べるため。（４０代 男性） 

●わたくしたちの健康。新型コロナウイルス感染症で心配な時、医師会 会長からのアドバイス。か

かりつけの医者に相談して良いと書かれていて安心した。（６０代 女性） 

●２６ページ。博物館の存在は知っているが行ったことはなく、どのような施設なのか分からなか

ったので知るきっかけとなった。（２０代 女性） 

●表紙の写真。もっと太田屋牧場さんについて知りたいと思った。（４０代 女性） 

●スポーツ教室の案内。（２０代 男性） 

●新型コロナウイルス感染症関連記事。どれだけ詳しく見やすくかかれているのかなぁと思ってよ

く読んだ。（３０代 女性） 

●猪狩ともかさんと市長の対談です。これまでの猪狩さんの活動を聞いていて、興味があったから

です。（５０代 女性） 

●イベントや催し物のページ（４０代 男性） 

●ＰＨＯＴＯ ＮＥＷＳの自治会・町内会、島の上公園の記事がとても印象に残っています。自治

会・町内会の記事は、地域の方が子どもたちのためにたくさん協力していただいていること、島

の上公園はとてもおしゃれな空間ができたのだなと思いました。（３０代 女性） 

●朝霞市新型コロナウイルス感染症対策事業。自分の生活に密着した情報であるが、まとめて目に

することが少ないため。内容はわかりやすかった。（３０代 女性） 

●博物館へ行こう！。無料でゴッホの絵画観覧できるから。（３０代 男性） 

●市長の新年あいさつ。市長としての考え方、年頭の挨拶内容が気になった（４０代 男性） 

●４ページからのコロナ対策について。朝霞市ではどのような対応をしているのか知るため。 

（５０代 男性） 

●このご時世なので、やはりコロナ関連の記事は興味深く読みました。（４０代 女性） 
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●朝霞でぎゅっと！パラリンピック。パラリンピック選手のお話や、朝霞市の取り組みなどはじめ

て知ることが多かったです。また、パラリンピックの射撃チケットを取ったことから、競技・会

場のことを知りたいと以前から思っていたからです。（４０代 女性） 

●パラリンピックの対談。メインの記事であることと、朝霞でパラリンピックが行われるというこ

と自体に興味があったため。（３０代 女性） 

●情報ＢＯＸの催し・講座。参加できるものがないか興味があったから（４０代 女性） 

●情報ＢＯＸ。時々ここでしかキャッチ出来ない有益な情報が載っているので必ず読みます。表紙

の写真が一番の衝撃でした。朝霞に、そして大字浜崎に牧場があるとは知りませんでした。そし

てとてもいい写真です。（５０代 女性） 

●募集、案内、催し・講座。何か自分でもやれることがないか検索。（７０歳以上 男性） 

●配布された当時は巻頭の市長、市議会議長のあいさつを読んだのを覚えています。改めて読み返

すと生涯学習の記事の「博物館へ行こう！」に興味を惹かれました。丸沼芸術の森に美術品コレ

クションが収蔵されていることはこれまで知りませんでした。（４０代 男性） 

●情報ＢＯＸ。様々な情報が載っているから。（４０代 女性） 

●わたくしたちの健康。コロナに対して朝霞市はどのような対応をしていくのかを知りたかった。 

（５０代 女性） 

●催し、講座、生涯学習など。何か参加したり、観覧できるものはないかと見ました。丸沼芸術の

森コレクションのゴッホは楽しみにしていましたが、コロナの影響で中止になり、残念でした。 

（５０代 女性） 

●どれもまんべんなく読ませていただいています。（６０代 男性） 
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問11

0.0

31.1

問14

回答内容

問13

やや少ない

18.0

0.0

ちょうどいい

やや多い

色の濃さはどうですか。

0

回答内容

小さい

ちょうどいい

ちょうどいい

回答内容

少ない

やや大きい

やや多い

やや小さい

ちょうどいい

多い

0.0

49.2

構成比（％）

0

回答内容

72.1

0.0

構成比（％）

2

0.0薄い

19

回答件数

普通

少ない

悪い

12

1やや濃い

11

回答件数

問12

やや良い

8.2

1.6

19.7

0.0

8.2

やや少ない

86.9

やや悪い

0

濃い

0

8

1

5

44

41

記事の表現は適切で分かりやすいですか。

構成比（％）

54

0

12

文字の量はどうですか。

0

6.6

回答内容

2

良い 30

回答件数

0

問15

3.3

1.6

3.3

4

回答件数

文字の大きさはどうですか。

88.5

1

多い 5

1.6

19.7

53

やや薄い

構成比（％）

回答件数

ページ数は適切ですか。

67.2

広報あさか７月号について

13.1

0.0

構成比（％）

大きい
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問16

6.6

回答内容 構成比（％）

普通

やや良い

回答件数

29.5

紙面のレイアウトの見やすさはどうですか。

49.2良い

0悪い

30

0.0

4

9

18

14.8

やや悪い

 

 

 

２～１６ページ「特集」について、ご意見・ご感想をお願いします。問17  

 

●新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関が少ないと思います。朝霞市には病院や医者がい

っぱいあるのに接種する場所が少なすぎます。（５０代 男性） 

●空き家バンク制度。図が大きく入り、分かりやすい。（５０代 女性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種のページ。分かりやすく、良い特集です。（７０歳以上 男性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種についてはよく読んだ。この他は、自分に関係がなく、項目を

読む程度だった。（４０代 女性） 

●「消費者情報アンテナ！」が見やすくてとても分かりやすい。日頃の生活の注意喚起になると思

うので、とても良いと思います。（４０代 女性） 

●新型コロナウイルス感染症関連はじっくりと読みました。とってもわかりやすくて良かったと思

います。（６０代 女性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種関連情報と東京オリンピック関連情報は良かった。 

（７０歳以上 男性） 

●オリンピックの対談内容が薄かった。（６０代 女性） 

●市民のためのページで多様多種の情報があり、助かります。（６０代 男性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種に関しては、文字情報が多くてびっちりしている印象を受けた。

接種について多くの市民により理解してもらうためには、もう少し工夫があっても良かったと思

う。（３０代 女性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種、障害者支援、消費生活など、生活に密着する記事が多くてた

めになりました。（５０代 女性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせのページ。実際の予約には役に立たなかっ

たと思う。（６０代 女性） 

●市で行っているサービス等が細かく出ているのが良い。（６０代 女性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種の情報等詳しく載っていたのでありがたかったです。 

（４０代 女性） 

●新型コロナウイル感染症対策は、詳しく教えて頂きたい。（３０代 男性） 

●文字が色々多すぎて、読む気があまり起きない（３０代 女性） 

●興味なかったです（５０代 男性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種等の関連の朝霞市の対応が理解できました。（６０代 男性） 

●各種制度はこのような形でどんどん情報発信してほしい。（４０代 男性） 

●消費者情報アンテナ！はネットで簡単に調べられない高齢者には役に立ちそう。（４０代 女性） 
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●「新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ」がわかりやすい。（６０代 女性） 

●新型コロナウイルス感染症関連の情報はありがたいですが、不確かなことや、漠然とした内容に

ならないようにしてほしい。（４０代 男性） 

●知らないことが多く、知る良いきっかけとなった。（２０代 女性） 

●消費者情報アンテナの！ページくらい、他のページもイラストを使って若い人でも興味を惹くよ

うにするべきだと思った。（４０代 女性） 

●縦書きのせいなのか、記事をパッと見た時にどこに何があるか分かりにくい。（２０代 男性） 

●見出しを工夫して欲しい。（６０代 男性） 

●とても見やすく読みやすいです。（３０代 女性） 

●読みやすく、必要な情報がわかりやすかった。（３０代 女性） 

●高齢者に関わる記事は文字サイズや字間を広げても良いと思った。高齢者でなくても読みづらく

はないのでこのままでいいと思います。１６ページでひとの推移を見ることがきて面白かった。

一度見ると、次回更新も気になる。全体的にレイアウトとても見やすいです。２色の濃淡とイラ

スト、表の量もちょうどいいです。長寿はつらつ課なんていうのがあるのですね。 

（３０代 女性） 

●コロナについては、いつもしっかり情報を得ようとしているので、こういう情報は、うれしいで

す。（５０代 女性） 

●どれが特集でどれが定型記事なのかわかりませんが、新型コロナウイルスワクチン接種のページ

は気になっているので読みました。（４０代 男性） 

●新型コロナウイルスワクチンの接種について、県や国の接種についても案内して欲しい。 

（３０代 男性） 

●まずは、気になる新型コロナウイルス感染症に関して見開きから掲示されており、接種機関や年

代別スケジュールが分かりやすい。（４０代 男性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種が一番知りたいことなので、最初のページにあるのはいいので

すが、エッセンシャルワーカーやキャンセル待ちなど、広報あさかで間に合わない情報がありま

した。「接種券の送付や接種状況などの最新情報は、市ホームページ等でご確認ください。」だけ

ではなく、積極的に市の発信する情報を確認してもらうような記載があるといいと思いました。

例えば、「広報あさか以外にも新型コロナに関する情報を発信することがありますので、市のホー

ムページや公共機関の掲示板などで最新情報をご確認ください。」、「ＬＩＮＥ登録で最新情報を受

け取れます。」というような積極的な情報の取得方法を、今後も関心の高い新型コロナウイルス感

染症のページでも案内する方がいいと思います。（４０代 女性） 

●９ページのように、マンガやイラストがあるととても読みやすいと思いました。（４０代 女性） 

●わかりやすい。（５０代 男性） 

●ワクチン接種について分かりやすく記載されていた。副反応についても発現割合や症状の記載が

あったため、事前に知識を得ることができてよかった。（３０代 女性） 

●障害を持つ子どもがいるので 6 ページの障害者支援制度を読んだ。（４０代 女性） 

●全体的には見やすく感じますが、記事のタイトルが縦横まちまちで記事のウエイトがはっきりし

ない。（７０歳以上 男性） 

●１１ページの５段の縦書きは読みにくいので情報も正確に把握しにくい。住所表記が 1 行に収ま

らないため読みにくい。電話番号、住居表示等「４６１-○○○」など縦書きだと「1」と「‐」

の区別が分かりにくい。（５０代 性別未回答） 
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●2 ページは、1 月号と比べて、「目次」と書いてある点が分かり易く、レイアウトが見やすいです。

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。２１～２４ページのタイトルにあるように、小見

出しの頭に三角のアイコンなどがあった方が見やすいです。６ページは背景が他ページと違うの

と、レイアウトが違っていて目を通しやすかったです。８ページ以降は、役立つ情報が分かり易

く掲載されていて興味を持って読みました。 グラフやイラストが良いと思います。 

（５０代 女性） 

●広報の最初の部分に（特集として）、新型コロナウイルスワクチン接種、障害者・高齢者福祉、消

費者情報など、重要度が高いものを載せているので、読みやすい。１１ページの「地震体験車け

んなん君号」に興味があったのですが、ＱＲコードを読み取ったにも関わらず、ホームページへ

繋がらなかった。ＱＲコードを載せる場合は、きちんと該当ページが開くのか確認して掲載した

ほうがよいと思う。７月号が自宅ポストへ個別配布されたその日にＱＲコードから該当ホームペ

ージへ飛ばなかったです。（５０代 女性） 

●関係する人にとっては大変重要と思われる情報を、誌面で読めるのは好ましいことだと思います。

誌面であればメモを追記したりアンダーラインを引いたり、手元に置いていつでも読めます。イ

ンターネットのＨＰやメールとは違った有用性があると思います。（４０代 男性） 

●新型コロナワクチンについて色々と書かれていたのが助かりました。（４０代 女性） 

●いろいろな情報が載っていて良いと思います。（５０代 女性） 

●2 ページの上段に、目次が掲載されており、7 月号記事の全体を理解することが容易と考えます。

また、行政上の情報が掲載されており、市政を理解する点で有益と考えます。市から、市民に対

して市の置かれている状況や課題などを多く掲載して、市民の市の行政に対する関心を高めるこ

とが重要と思いますので、今後も継続をお願いします。（６０代 男性） 

 

 

問1８ ７月号の記事で興味深く読んだ記事はどれですか。その理由はなんですか。  

 

●アンテナ！不在通知メールに注意。（７０歳以上 男性） 

●わたくしたちの健康。健康でいることが一番の関心事ですから。（７０歳以上 男性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ（予約方法）。コールセンターに電話してもなかなか

通じないと聞いていて、インターネットやスマートフォンで予約を取ろうとしていたので、興味

深く読みました。（５０代 男性） 

●新型コロナウイルスワクチン関連、アンテナ、ご案内。生活に必要な情報だから。（４０代 男性） 

●埼玉県警察からのお知らせ、聖火リレーに関する内容。興味があったから。（５０代 女性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種のページ。今一番の関心事だからです。（７０歳以上 男性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種の効果と副反応。個人に関係するので。（７０歳以上 女性） 

●博物館へ行こう！。子供が夏休みに参加したい体験教室が掲載されていたため。（４０代 女性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。詳しく確認したかったから。（４０代 女性） 

●災害時のペットの避難。ペットも家族と同じ。いつ災害にあうかもしれません。日頃から用意し

ておく必要があると改めて考えました。（６０代 女性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種関連情報と東京オリンピックの聖火リレールート。 

（７０歳以上 男性） 

●アンテナ。被害にあわないため、しっかり知っておきたい内容であるため。（６０代 女性） 
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●空き家について。新築したが売れずにいつまでもある。崩れそうな古い草が絡まる家は危険があ

る。（６０代 女性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種。今一番興味のある話だから。（３０代 女性） 

●国民健康保険については、今年から社会保険から国民健康保険へ切り替えたため。新型コロナウ

イルス感染症関連は、情報収集のため。（６０代 男性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。今一番欲しい情報だから。（５０代 女性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。感染予防に必要な情報だから。（６０代 女性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種の情報。一番気になる情報だから。（６０代 女性） 

●新型コロナウイルスワクチンの接種場所や副反応の事等家族で読みました。（４０代 女性） 

●新型コロナウイルス感染症対策。（３０代 男性） 

●情報ＢＯＸ。いろいろな活動がわかります（５０代 男性） 

●一部事務組合だより。仕事と関連しているので。（４０代 男性） 

●朝霞でぎゅっと！聖火リレー観覧、射撃競技会場周辺の交通対策について理解できた。 

（６０代 男性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。自分がいつ接種出来るのかとても気になっていた

から。（４０代 女性） 

●スポーツ・クリエーションの記事。子どもと参加できる楽しい企画がないか調べるため。 

（４０代 男性） 

●「空き家」近所に空き家が増えて困っていたので、具体的な相談窓口が紹介されていて助かりま

した。空き家バンクも興味深く読んでしまいました。（６０代 女性） 

●２１ページ災害時のペットの避難について。どうしたらいいか、またどこに問い合わせていいか

わからない人もいると思うのでいいと思った。（２０代 女性） 

●公民館のひろば。（４０代 女性） 

●大型自転車臨時駐車場オープン（２０代 男性） 

●情報公開制度の運用状況の記事。小難しそうな内容ですが、読みやすそうだと思ったので。実際

読みやすかったし分かりやすかった。（３０代 女性） 

●公民館や図書館の催し物の案内です。子供向けが多いことがあるかもしれませんが、興味がある

ものは行きたいと思っています。（５０代 女性） 

●イベント、催し物のページ。（４０代 男性） 

●１１ページの消毒用アルコールの記事は、このご時世でとても大切なことなので、印象に残って

います。（３０代 女性） 

●消費者情報アンテナ！。防犯のためにわかりやすい情報が欲しかった。（３０代 女性） 

●埼玉県警察からのお知らせ。オリンピック開催時の交通規制や通行規制が気になった。 

（４０代 男性） 

●消費者情報です。在宅で仕事をすることが多くなり、宅配業者をよく利用するので、消費相談件

数の内訳や迷惑メールの事例は、とても参考になりました。（４０代 女性） 

●このご時世なので、やはり新型コロナウイルス感染症関連の記事は興味深く読みました。 

（４０代 女性） 

●生涯学習体験教室参加者を募集します。（５０代 男性） 

●新型コロナウイルスワクチン接種は、自分にも関わる情報のため。空き家バンクは、近所に１０

年程経過した空き家があるので興味深く読みました。（５０代 女性） 
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●新型コロナウイルスワクチン接種。接種時期が近づいてきたため、改めてワクチンについて知り

たいと思っていたから。消費者情報。宅配業者のふりをした不在通知メールの相談が多いという

ことを知り、今後自分も気をつけようと思ったから。（３０代 女性） 

●あさかの生涯学習。参加できるものがないか興味があったから（４０代 女性） 

●募集、案内、催し・講座。何か自分でもやれることがないか検索。本人通知の登録。 

（７０歳以上 男性） 

●２２ページの「朝霞市は男女平等社会の実現を目指しています」。コラムにある〇〇夫婦と言う呼

び方は知りませんでした。自分も結婚 10 年を超えたので自分のこととして興味を惹かれました。

（４０代 男性） 

●情報ＢＯＸ。様々な情報が載っているので。（４０代 女性） 

●新型コロナワクチン接種のお知らせ。接種スケジュールから接種後の反応についてまとめて記載

されていて良いと思います。（５０代 女性） 

●特定の記事はなく、ほとんどまんべんなく拝読しています。（６０代 男性） 

●催し、講座、生涯学習、（もちろん「地震体験車けんなん君号」も）。何か参加したり、体験した

りできるものはないか探しました。けんなん君号はＱＲコードを読み込んでもＨＰに飛ばなかっ

たです。（５０代 女性） 

 

 

問19 ここからは、再度、広報あさか全般に関する内容についてお答えください。
広報あさか令和３年４月号から、綴じ穴の廃止およびホチキスで製本するようにしまし
た。今後も、横書きに統一するなど、より見やすくなるよう改善してまいりますが、何か
ご意見がございましたらご記入ください。  

 

●綴じ穴が無くなり、自分で穴あけをしています。（７０歳以上 男性） 

●変わったことに全く気が付きませんでした。綴じ方などあまり気にしないので、朝霞市民にとっ

て少しでも得するような記事を載せていただくと助かります。（５０代 男性） 

●ホチキスは廃棄の時に外しにくいので困ります。（５０代 女性） 

●コスト面が大切です。（７０歳以上 男性） 

●ホチキスで留められていて、バラバラにならずに見やすくなった。ただし、古新聞に出すときは、

ホチキスを外さなければならないので、少し手間になった。（４０代 女性） 

●ホチキスの方がバラバラにならずにいいと思います。いつもとどくのが楽しみです。朝霞を知る

ことができ、情報共有ができることで、こんなこともやっているのだと思います。朝霞を好きに

なるように、若い方も読んでくれると良いと思います。（４０代 女性） 

●表紙がカラーでとても綺麗です。読もうという気持ちになります。月末や月初めになると、そろ

そろ届くのではないかとポストを覗きます。市民として、朝霞のことをもっと知らなくてはいけ

ないのだと思います。（６０代 女性） 

●ホチキス製本の方が読みやすい。古くなったらリサイクルに出している。縦書きと横書きのミッ

クスは読みにくい。東京２３区から来た者としては、充実しており、お金がかかっていると感じ

る。（６０代 女性） 

●１か月経つと捨てていて、綴じたことはなく、綴じ穴も使用していませんでした。ホチキス製本

は凄く良いと思います。今までは読むとバラバラになったり、子供にバラバラにされて順番がぐ

ちゃぐちゃになったりしていましたので、良いと思います。（３０代 女性） 
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●興味があっても行けなかった市民講座など、良い企画のものは後日読んだりできるといいなと思

います。市長コラムは必要ないのではないでしょうか。（６０代 女性） 

●綴じ穴は廃止の方向で良いと思います。綴じているのが何人いるのでしょうか。ＨＰに広報のＰ

ＤＦがあれば（もうあるのか分からないが）、今後参考にできると思う。（６０代 男性） 

●広報あさかは、市の情報を知る貴重な手段です。今後もタイムリーな情報などよろしくお願いい

たします。（５０代 女性） 

●ホチキスは見終わった時の処分がホチキスを外さなきゃいけないのと、小さいお子さんがいるご

家庭は不向きな気がします。（４０代 女性） 

●綴じたほうがいい。（５０代 男性） 

●ＷＥＢ配信も導入して欲しい。（６０代 男性） 

●ホチキス留めはバラバラにならないのでいいが、捨てるときに針を外す手間がある。 

（４０代 男性） 

●ホチキスもいらないと思います。（４０代 女性） 

●縦書きでも見にくいとは思わない。綴じ穴の方が罪悪感なく燃えるゴミとして捨てやすい。製本

に要する費用の比較結果を教えて欲しい。（４０代 男性） 

●ホチキス製本になってとても見やすくなっていいなと思いました。（２０代 女性） 

●ホチキスは、厳密に言えば捨てる時に分別が必要になるので面倒。目次のページをもっとわかり

やすくして欲しい。（４０代 女性） 

●ペーパーレスの時代になるので希望者にはＰＤＦをダウンロードできるようにしてほしい。紙は

かさばり捨てる手間があり、ホチキスの分別なども必要。（２０代 男性） 

●横書きに統一しなくてもよい。現状で結構よくできていると思います。見やすさ、内容のわかり

やすさが高いので市報なのにすごいなと思います。製本方法も正直どっちでも大丈夫です。でも、

ホチキスない方が、資源に出しやすいので良い気はちょっとします。毎月編集おつかれさまです。

（３０代 女性） 

●ホチキスの方が読みやすいです。少し文字が多いと思います。記載内容を絞る、もっと写真を掲

載するなどすると読みやすくなると思います。（４０代 男性） 

●配ったり、読んだりするにはホチキスがついている方がいいのかな。と思いました。横書き統一

は、今の縦書きと横書きがある方が読みやすいです。（３０代 女性） 

●現状通りで問題ない。（３０代 男性） 

●ホチキス製本でバラバラにならずに読みやすくなりましたが、綴じ穴でも金具がなく、廃棄しや

すくて不便を感じるほどでもないのでどちらでもいいです。ただ、縦書きと横書き混在は読みに

くさを感じます。今は縦書き前提の表紙ですが、横書きページが多い分、反対側を表紙にする方

が読みやすいと思います。（４０代 女性） 

●文字数が多いので、もっとマンガやイラストがあると、とっつきやすく、読みやすいと思いまし

た。（４０代 女性） 

●イラストを増やしてください。（５０代 男性） 

●ホチキスでの製本は見ているうちにページがばらけることがなくなったのでよいと思う。横書き

に統一するなら、見開きの方向も変えた方がよい。（５０代 男性） 

●広報あさかは、その時々の情報を得るためのもので、長く残しておくものではなく、綴じ穴やホ

チキス製本にコストや手間がかかるようであれば、どちらもなくていいのではないでしょうか。

残しておきたい人は、個人が好きなように製本すればいいのではと思います。（３０代 女性） 
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●バラけなくてよくなった。（６０代 男性） 

●文字の並びが改善されて以前より見やすくなったと感じます。（２０代 女性） 

●綴じ穴はなくていいと思う。ホチキスはどちらでもいいが、リサイクルすることを考えるとなく

てもいいのではないか。（４０代 女性） 

●綴じ穴は利用したことがなかったのでホチキス製本の方がいいですが、必要なページを切り取っ

たりするのでホチキスがなくてもいいです。内容が多くて編集が大変だと思いますが、以前より

すっきり読みやすくなったと思います。（５０代 女性） 

●製本してあるほうがバラバラにならなくてよい。（７０歳以上 男性） 

●ホチキス製本や横書き統一などはどちらも良い変更だと思います。ＷＥＢとの連携にＱＲコード

が載っているのも良いと思います。（４０代 男性） 

●ホチキス留めになったのは良かったです。（４０代 女性） 

●ホチキス留めになり、バラバラにならず、読みやすくなった。カラー写真が載る「ＰＨＯＴＯ Ｎ

ＥＷＳ」は、読みやすいし、楽しい。（５０代 女性） 

 

 

紙面の文字色等を季節に合わせ、４色（ピンク・水色・オレンジ・緑）で３か月に一度変
更しています。今回のアンケートで配布したものは、緑と水色となっていますが、配色等
で何か気になることがありましたら、ご記入ください。

問20

 

 

●水色はもっと薄くてもよいと思います。（７０歳以上 男性） 

●色があることで、分かりやすくよい。４色も使っていたのは気がつかなかった。（４０代 女性） 

●緑色は見えにくい感じがあり、水色はよく見えやすい感じでした。（７０歳以上 男性） 

●言われて初めて気が付きました。（６０代 女性） 

●１か月経つと捨てていて、前月と比較することはありませんが、見やすければ何色でもいいと思

います。特に問題を感じたことはないです。（３０代 女性） 

●目に優しい配色ならとても良いと思います。（５０代 女性） 

●緑色・水色ともに、色に深みやニュアンスが足りないと思います。もっと洗練された色にしてほ

しいです。（６０代 女性） 

●色が変わっていることに初めて気づきました。（４０代 女性） 

●初めて気付いた。黒で統一してもいいのでは。（３０代 女性） 

●薄めの色はよいと思います。どの色でも気になりません。（５０代 男性） 

●全体的に地味でパッと見た時どれが自分に必要な情報なのか分かりにくいし、興味を引かない。

色をたくさん使えばお金がかかるのかもしれませんが、7 月号でいえば、背表紙の色合いが 1 番

見やすいです。（４０代 女性） 

●文字色とか気にしていませんでした。特に問題ないと思います。（４０代 男性） 

●季節ごとに替える必要があるのですか。（６０代 女性） 

●気づきませんでしたが、いいと思います。（２０代 女性） 

●特になし。2 色刷りでうまく考えられて配色されていると思います。明度彩度の濃淡あるので、

色弱の方でも見やすさに問題ないのかなと思います。（３０代 女性） 

●言われるまで、色を変えていたことは知りませんでした。（５０代 女性） 

●特に気になりませんでした。（３０代 女性 他４名） 
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●色を変えているのは知らなかったですが、いいと思います。ただ、なぜ冬が緑なのかよくわかり

ません。（４０代 男性） 

●色があると見やすいのでよいと思うが、強調したい情報が埋もれてしまう部分もあるので、紙面

全体で強調文字や色などを統一した方がよいのではないか。（５０代 男性） 

●どちらも読みにくさはないです。4 色を 3 か月ごとに変更していることは初めて知りました。色

の決め方など、編集者のこだわりをもっと知りたいと思いました。編集後記のようなものを作っ

て紹介してほしいです。（４０代 女性） 

●見やすい。（５０代 男性） 

●季節に合わせて変更していることに気がつきませんでした。費用が同じならいい工夫だと思いま

す。費用が高くなるなら不要だと思います。（４０代 女性） 

●タイトルなどがくっきり見えていい色だと思います。セクション分けや行の区切りなど薄いグレ

ーをもっと活用できるのではないかと思います。（５０代 女性） 

●水色が見やすくてよい。（７０歳以上 男性） 

●誌面の配色について気になったことはありません。（４０代 男性） 

●緑と水色では水色の方が見やすいです。（５０代 女性） 

●３か月ごとに季節感のある色ということで、変わった月はちょっと違和感があるが、慣れると普

通に読んでいます。色については、色盲や色弱の人にはどう見えているのか、少し疑問に思うこ

ともあります。色背景に白抜き文字は見やすいと思うが、例えば、水色背景に青文字など同系色

は読めるのか。赤緑色盲は赤と緑の区別がつかないと言われるので、同系色は特に問題ないのか

もしれません。ユニバーサルデザインという意味でも、背景色と文字の色を確認して、問題なけ

れば、このままでも良いと思います。（５０代 女性） 

●読みやすさは同じです。（６０代 男性） 

 

 

その他、紙面上で気付いた点をご記入ください。問21  
 

●新型コロナウイルス感染症対策及びワクチン接種の方法を、お年寄りに分かりやすく説明する文

章で掲載できるかを考えていただきたいです。（５０代 男性） 

●わくわくどーむのご案内が読みづらくなりました。（４０代 男性） 

●ＰＨＯＴＯ ＮＥＷＳのタイトル帯はうっとうしいと思います。デザイン（フォルム）が良くな

い。（６０代 女性） 

●綴じかたの違いはすぐにわかりました、綴じてあったほうがいい（５０代 男性） 

●紙の斤量をもう少し薄くしても良いのでは。（６０代 男性） 

●基本的にお年寄り向けで、私に必要な情報はあまり載っていない気がします。（４０代 女性） 

●男女平等関連の記事をわざわざ掲載しなくても良いと思う。市長の挨拶とかほとんど読まない。

巻末に小さい字で少しで良い。（４０代 男性） 

●ドローン使用禁止の画像、よく見つけたな～と思った。（３０代 女性） 

●文字情報が多いので、ポイントがわかりづらい部分がある。文字で伝えることが必要なものも多

いと思うが、写真などをもう少し活用できれば見やすくなると思う。（５０代 男性） 

●他の地域の広報誌と比べたことがないのですが、広報あさかはカラーで読みやすいと思います。

自分の住む地域についての情報があるといいです。（４０代 女性） 
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●市長がどの様な仕事をしているのか、どんな人なのか、わかる様な記事が欲しいです。ある１日

の仕事とか、個人的興味を持っていることとか。そう言った記事により、停滞している市長選挙

にも興味を持つ人が増えると思います。市民により興味を持って読んでもらうには、市民が参加

している冊子、という印象が重要だと思います。市民やサークルの紹介や、子供たちの取組の紹

介、寄稿、市を盛り上げるイベントや催し物のアピールなど（４０代 男性） 

●忙しい人や引っ越してきたばかりの人、お年寄りなど全市民に情報を届けるのは大変だな、と思

いながら読んでいます。（５０代 女性） 

●ひとの推移（人口、世帯数）の欄が、一定ではないので、できれば、毎回同じ場所に載せてある

ほうが見やすい。例えば、表紙や裏表紙の片隅。または表紙をめくった 2 ページの下部など。「朝

霞市の人口知ってる？」と言って答えられる子どもはどのくらいいるでしょうか。目につく場所

に掲載することによって、自分の住む街について知るというきっかけにもなると思います。 

（５０代 女性） 

●乳幼児健康診査について、以前は対象の生まれ月が記載されていたのに、いつの間にか記載が無

くなっていました。次はいつ頃であと何回検診があるのか前もって知ることができていたので、

記載があった方がいいと思います。そもそも、今の記載方法では広報誌に載せている意味があま

りないと思います。（３０代 女性） 

●表紙写真の説明をもう少し詳しく知りたいと思います。（４０代 男性） 

●表紙、何月号か見にくいように感じる（５０代 女性） 

●表紙について、数年前から人物が登場して親しみが沸いています。どのように募集されているの

か、場合によっては希望される方もあるのではないかと思います。応募方法などを紹介して、多

くの市民からの関心を高めるのはいかがでしょうか。（６０代 男性） 

 

 

8

無回答者数 139回答者数 合計件数358

1

メール配信サービス 16

その他

市内の掲示板

テレビ埼玉「データ放送サービス」

問22

構成比（％）回答内容

朝霞市では、広報媒体として、広報あさかや市ホームページ、ツイッター、フェイスブッ

クページ、ＬＩＮＥ、テレビ埼玉「データ放送サービス」、メール配信サービス、市内の

掲示板、防災行政無線、朝霞駅前電光掲示板などで情報を配信しています。主にどの広報

媒体で市政情報を収集していますか。（〇は５つまで）

回答件数

43広報あさか

2 3.4

ＬＩＮＥ

7

1.7

13.8

市ホームページ 30 51.7

22.413ツイッター

フェイスブック

12.1

防災行政無線 14

1.7

24.1

朝霞駅前電光掲示板（南・東口） 4 6.9

74.1

27.6

1

 

【その他の御意見】  
●マンションの自治会の情報（７０歳以上 男性） 

 



 

20 

問2２の選択肢の広報媒体について、ご意見・ご感想をご記入ください。問23  

 

●広報あさかは、なんとなく読んで、なんとなく市のことが分かったように思っています。市ホー

ムページは、市役所や図書館に用事があるときに開きます。（７０歳以上 男性） 

●防災行政無線は聞き取りにくい。（３０代 女性、４０代 女性 他 1 名） 

●当分の間、広報あさかの前の方のページは、新型コロナウイルス感染症の記事を掲載してほしい

です。（５０代 男性） 

●細かい点はホームページを見ています。（６０代 女性） 

●広報媒体は費用がかかるが、広報あさかがシニア層には必要。電子媒体も必要であるが、どれ位

の利用があるのかを開示してほしい。フェイスブック、ツイッター、ホームページのアクセス数

とメール配信数。（６０代 男性） 

●情報の速度というか、短くても直ぐに伝達した方が良いこと（避難情報）に向くものや、今すぐ

伝える必要はないが、じっくり読んで欲しいものなど、扱う情報の内容やタイミング、知って欲

しい相手などで、広報媒体が変わってくるはず。今あるツールを上手に活用してください。 

（３０代 女性） 

●広報は、時間と場所を選ばず読めるので助かっています。（５０代 女性） 

●市のホームページは検索しにくい。（６０代 女性） 

●市役所の入口等にも電光掲示板で見られるといいなと思います。（６０代 女性） 

●ネットにしたらいい。（３０代 男性） 

●選択肢が多いのはよいと思います。（５０代 男性） 

●もっと充実してもらいたい。（６０代 男性） 

●広報誌に載っている内容も重要かと思いますが、自分の住んでいる地域がこれからどうなってい

くのかもっと知りたいです。（４０代 女性） 

●すぐに欲しい情報にアクセスできるようにしてもらえれば良い。（４０代 男性） 

●広報の方法が多岐あり、同じ情報が得られるのであれば、全世帯に配布するのは再検討してはど

うか。例えば、紙媒体での配布を希望しない世帯を募るとか。（６０代 男性） 

●見やすいので文句とかないです。（３０代 女性） 

●市の広報紙は、月一で来るので手にとって読みますけど、市のホームページなど他は、今まであ

まり見ていませんでした。（５０代 女性） 

●スマートフォンからのホームページが見にくい。情報が羅列してある形だが、クリック数が増え

ても良いので分野ごとにもっと細かくページを分けてほしい。（３０代 女性） 

●メールしか登録していないが、他のＳＮＳの情報と同じ内容が発信されているのか、媒体ごとに

違いがあるようなら、その違いがわかるようになっているとよいと思う。（５０代 男性） 

●メールで最新情報が届くのはありがたいです。メールのタイトルを見て後で見ようと思ったとき

はそのメールだけ未読のままにできるので役に立っています。（３０代 女性） 

●ＬＩＮＥで新型コロナウイルスワクチンについてのお知らせが受け取れたことが助かりました。 

（４０代 女性） 

●大雨が降ると、黒目川の側に住んでいるため、氾濫がとても気になります。天気のアプリから、

情報が届くので今はそれを活用しています。（３０代 女性） 

●ワクチンを始め必要な情報が随時得られるので便利です。朝霞市でのロケ情報、スポーツ選手の

応援など、配信がなければ感じられないローカル愛を感じます。（５０代 女性） 
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●ＬＩＮＥで相談コーナーを開設してほしい。（７０歳以上 男性） 

●広報あさかのような誌面媒体に関係するＷＥＢのＱＲコードが記載されているのはとても良いと

思います。（４０代 男性） 

●広報あさかで、かなりの情報収集をしています。（４０代 女性） 

●スマートフォンを使っていますが、なかなか市のホームページまでは、アクセスしていません。

やはり、広報などの紙媒体が確実と思います。（６０代 男性） 

●メールやホームページはチェック漏れや閲覧が遅くなることもあるが、紙ベースの広報誌がある

ことで、常に目につくところに保管できるので、広報誌は基本的な記事として必要だと思う。そ

の上で、複数の広報媒体を利用することにより、新しい情報を更新しやすくなると思う。 

（５０代 女性） 

 

 

自由記入欄

今回のアンケート（レイアウト・質問方法・構成等）について、ご意見などがございましたら、
こちらに記入してください

 

 

●広報あさかは読んでいて楽しいです。何がどうとかではなく、いつも何となくそう思いながら読

んでいます。このようなことも市ではやっているのだとか。（７０歳以上 男性） 

●新型コロナウイルスワクチンの接種場所をもう少し増やしてほしいです。「病院・医者・関係者の

方、よろしくお願いいたします」という記事を掲載してほしいです。（５０代 男性） 

●日曜・休日に実施している医療機関のページに点線を入れて、切り取り、貼っておくようにでき

る工夫があると、急な時に便利だと思います。（５０代 女性） 

●内容が多すぎます。３分の２にしてコストも下げられると思います。（７０歳以上 男性） 

●ちょうどいい量の質問だった。（４０代 女性） 

●１か月経って次の号が来ると前号は捨てています。前の号を見返して必要な情報を探すことはな

いので、見るタイミングによってはスルーしてしまうことがあり得ます。例えば、７月号が届く

６月末から７月頭頃は、自分や家族が新型コロナウイルスワクチン接種の予約が始まるタイミン

グではなかったこともあって見ておらず、この記事は今回のアンケートでちゃんと見ました。継

続して見てほしいことがあれば、何度も書いてもらった方が良いと思います。ホチキス止めの方

が見やすいです。（３０代 女性） 

●広報あさかは、読む年代も性別も目的も違うと思うので、一概に良し悪しの判断はできず、アン

ケートとしては難しかったです。（５０代 女性） 

●ネットで広まると良いですね。（３０代 男性） 

●記事が読者に訴える力を感じない。形式にこだわらず、各ページで伝えたいことを強調し、読ん

でほしい対象者がわかるようなレイアウトにしたほうが良いと思う。（４０代 女性） 

●各号におけるアンケートの質問の意図がよくわかりませんでした。１月と７月で何か変更があっ

たのでしょうか。であれば、それを前提として記載してもらいたかったです。また選択ボックス

に最初から選択肢が選ばれているのは、アンケート結果に影響があるのではないかと思いました。

（４０代 男性） 

●Ｑ３以降の質問（１月号の文字の大きさについて）の回答に「無回答」があっても良いかなと思

いました。（３０代 男性） 
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●いつも全ページめくっていますが、しっかり読んでいないところもあるので特に意見がないもの

が多く、質問に答えられないものが多かったです。申し訳ありません。（４０代 女性） 

●家をあけている日が多かったため、広報の内容まで確認できておらず申し訳ございません。来月

以降しっかり読んでおきます。（３０代 女性） 

●資料を送って頂いたので何度も見直して回答できました。（５０代 女性） 

●回答に時間が結構かかるので、できれば、郵送する広報誌とともに、アンケート内容もＡ４紙１

枚でいいので、一覧にして同封してほしいと思う。そうすれば、家事の合間に、一問一問メモっ

ておくことができる。そして、全部書くことが決まれば、一気にホームページから入力して、短

時間に回答することができると思う。（５０代 女性） 

●１月号と７月号を比較するような広報誌のアンケートは、昨年度もありましたが、改めてみます

となかなか工夫や改善の余地があると思います。多くの読者の意見を受け、着実に発展していっ

ていただきたいと思っています。（６０代 男性） 


