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広報かつらぎ読者アンケート結果（回答者：138名） 

①あなたの年齢は             ②あなたの性別は 

  
 

③あなたのお住まいは           ④広報かつらぎの満足度 

    
 

⑤文字量について 

 

20代

4%

30代

23%

40代

14%
50代

31%

60代

22%

70代以上

6%

男性

39%

女性

60%

回答しない

1%

町内

92%

町外

8%

満足

37%

やや満足

51%

やや不満

7%
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適量
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⑥よく読むページ・楽しみなページはありますか（複数回答可） 

  
 

 

⑦⑥の選択理由を教えてください。 

① ・今月の内容を網羅的に見ることが出来るため 

・住んでいるこれからの町の動きが知りたいから 

・新町長に期待しているので。 

・町長の言葉が 今まで中々聞けなかったのが 紙面で見れて 良いと思います 

・町長メッセージは一番先に読みます。町長の意欲を感じます。 

・町長さんのメッセージは、新しく若い町長さんなので、やはり興味があります！ 

② ・かつらぎ町の情報収集のため 

・もっと簡潔にして下さい。出来たら、ライン等で見たい。 

・仕事、生活に役立つ 

・制度の新設、変更があった場合詳しく た場合には分かり易く表記してほしい 

・役に立つから。 

・必要な情報 

③ ・楽しんで読めるから 

④ ・仕事がら 

⑤ ・カラーで見やすい 

・写真が多くなって 見やすくなったし 町内の知らない場所や 人を紹介されていて 楽しいです。 

・初めて知ることが多いから 

・主に写真掲載のところを見てます！ 

・町のニュースを知りたい 

⑥ ・必要な情報だから 

・身近なことがよくわかるから 

・一番身近の情報だから 

⑧ ・本が好きだから 

⑨ ・役に立つから。 

・健康には気をつけて過ごしたいと思っているので 

58.70%

13.50%

14.30%

11.10%

31%

19.80%

9.50%

24.60%

43.70%

19.80%

16.70%

68.30%

34.10%

⑬裏表紙（赤ちゃん・表彰関係など）

⑫保健カレンダー

⑪文芸の窓（俳句・短歌）

⑩子育て支援センターからのお知らせ

⑨紀北分院からの健康情報

⑧図書館だより

⑦相談窓口

⑥くらしの情報INFO

⑤NEWS&TOPICS

④おうちで出来るかんたん運動（7～2月号）

③健康レシピ（9～11月号）

②町からのお知らせ

①目次・町長メッセージ



3 

⑩ ・こどもがいるため 

・身近なことがよくわかるから 

・それぐらいしか興味がない 面白くない 

・子供がいるので。 

⑬ ・赤ちゃんが可愛いから 

・明るい話題だと思うので。 

・人口減少の中、新しい命が産まれる事が、嬉しい 

・赤ちゃんは、特に目を引きます！ 

・開かなくても見えるから 

・町内の色々な情報を知りたいので 

・知り合いかな？て思って見ます 

・町の明るい情報が知りたい 

 

 

⑧あまり読まないページ・見直して欲しいページはありますか（複数回答可） 

 
 

 

⑨⑧の選択理由を教えてください。 

① ・町長メッセージは町長がタイムラインで発信しているのをみるから。 

・長いから 

② ・長い文章ばかりで、知識のない人が読むには難しい。 

③ ・良い情報だとは思うが読み飛ばしている 

・毎回、似たような内容だから 

④ ・年寄り向けの話ばかり かつらぎ町が老人ばかり大事にしているイメージしかない 

⑦ ・特に相談がないため 

⑧ ・すみません。利用させて頂くことが殆ど無くて 

・読書は良い事だと思うがあまり本を読んだりしないので?? 

・図書館へ行かない。 

⑨ ・毎回、似たような内容だから 

⑩ ・子どもが大きいので。 

・該当する子どももおりませんので… 

7.30%

12.20%

53.70%

22%

17.10%

35%

20.70%

7.30%

7.30%

22%

23.20%

6.10%

25.60%

⑬裏表紙（赤ちゃん・表彰関係など）

⑫保健カレンダー

⑪文芸の窓（俳句・短歌）

⑩子育て支援センターからのお知らせ

⑨紀北分院からの健康情報

⑧図書館だより

⑦相談窓口

⑥くらしの情報INFO

⑤NEWS&TOPICS

④おうちで出来るかんたん運動（7～2月号）

③健康レシピ（9～11月号）

②町からのお知らせ

①目次・町長メッセージ
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⑪ ・興味のある方はいると思いますが、個人としては川柳の方がとっつきやすい 

・いつも同じ人の作品だから 

・色んな趣味を持つ人が居るなかで俳句、短歌のみの記載はどうかと。 

・文芸の窓 同じ人ばかりいりません 

⑫ ・他の事を掲載してほしい 

⑬ ・赤ちゃんだけでなく、その子を産んだお母さんも一緒に撮れば良いかと…前はそうしていまし

たよね。 

 

 

⑩今後、広報で取り上げてほしい情報はありますか 

町内の店舗紹介   

20代 男性 地元の店舗紹介 

20代 女性 町のおすすめスポット（カフェやお店など） 

30代 女性 町内の話題スポットや、情報など 

30代 女性 かつらぎ町のお店の紹介。隠れた名店など。 

40代 男性 道の駅の情報等。 

40代 男性 道の駅の情報等。 

40代 女性 町内の企業やお店の紹介、小中学生も見てくれる話題 

40代 男性 おすすめのお店(飲食店や雑貨店などなんでも) 

50代 女性 
地域のランチ情報ですとか、お散歩コースのお知らせとかかな。今までに、ありました

らごめんなさい。 

60代 女性 
町内にある企業、お店などの情報、働いている人の思い等や、魅力  

街を支えている人たちの姿 

暮らしの情報   

30代 男性 支援や補助、町内サークル等の記事 

40代 女性 かつらぎ町で子連れで行けて楽しめる場所の紹介などをしてほしい 

50代 女性 イベント 

50代 男性 憩来クラブ情報 

50代 女性 

1.グルメ情報 

2.町民からの質問に町長が回答 

3.プレゼント企画 

4.役場職員の紹介(町民から身近に感じられる職員さんになってもらえるかも。又、職

員さんの意識が変わるかも？) 

50代 女性 地元のイベント、ボランティア 

60代 女性 サークル活動 

60代 女性 
かつらぎ町も広いので全体のことがよくわからない。で各地区の特色（行事、景色、伝

わる料理）など連載してもらえれば見る方も楽しいと思う。 

60代 女性 
色々なサークルや地域ごとの活動、児童や生徒さんたちの笑顔や頑張っている様子など

を取り上げて載せてあげたらと思います。（入賞や記録を出した人だけでなく) 

60代 男性 町内の情報 

60代 男性 役場に限らず、町内の各種の観光行事やイベントの事前広報。 

70代以上 男性 各地区の情報が持っとあれば！ 

70代以上 男性 趣味、サークル活動、入会の可否方法のページ 
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地域の人紹介など、明るい話題 

30代 女性 
小学生、中学生のスポーツクラブの大会などで良い成績をおさめたら載せてほしいで

す。 

30代 女性 若い人が興味を持つ話題 

40代 女性 
育児に頑張っているお父さんの紹介リレー、各小中学の自慢、地域の方から地域の方へ

の素敵な人紹介 

40代 男性 頑張ってる人の応援はどこいった？ 

50代 男性 自分の町を自慢したくなるような情報！元気をもらえるような情報！ 

50代 女性 赤ちゃん紹介だけでなく、若者やお年寄りの紹介（インタビュー形式） 

60代 男性 スポーツニュース 

60代 女性 町内で頑張っている人やお店、会社など紹介して欲しい 

コロナ情報   

20代 女性 コロナ対策について 

30代 男性 コロナ情報 

30代 男性 コロナ関連情報。かつらぎ町内の発生状況 

40代 男性 コロナ情報 

50代 男性 今の時期なら税金対策やコロナで苦しい人にしてくれる援助など 

50代 女性 コロナワクチン接種の事 

60代 女性 コロナウイルスの情報を色々教えて欲しいです。 

60代 女性 自粛生活をしながらも、身体的 精神的な健康を保つための情報 

60代 女性 今はコロナワクチンの町民への接種の進捗渡合を詳細に知らせて欲しい。 

70代以上 男性 
県のコロナ感染情報に行けるリンクを貼り付けるとその日の感染状況が分かり自粛の徹

底等に役立つのではないかと思います！ 

行政情報など   

30代 男性 
例えば台風など毎年季節性を持ってやってくるトラブルについての対策や相談先などを

タイムリーに取り上げてもらえれば住民としては助かるのではないかと思う 

30代 女性 町内の働き口紹介や就労者募集のページがあれば嬉しいです。 

30代 女性 新刊情報をもっと増やして欲しいです。(漫画含む) 

40代 女性 ⑨の回答の犬の糞の処理の事をペットを飼ってるお宅に向けて発信してほしいです。 

50代 女性 携帯にいち早く入るので、緊急で無い！大切な事丁寧に、お知らせください。 

50代 男性 貧困者並びに自営業者への具体的支援等の情報が欲しいです。 

50代 女性 かつらぎ町の空き家をもー少しなくすために、空いてる家とかどんどんのせて欲しい?? 

50代 女性 

例えば、どこで  どのような工事を、いつからいつまでしているかや、地震や台風など

の災害の時の避難場所や  そんな時どうしたらよいかなどのようなこちを教えて下さい

m(__)m 

60代 男性 身近なサービスをもっと知りたい。 

その他     

40代 男性 
なんらかのテーマに対する、座談会。幹部、専門家を踏まえての、よくあるやつです。

町の考え方がよく伝わるのでは。 
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50代 女性 
特集 人 役場職員の紹介 

何を目指してイルカ 

50代 女性 
町で取り組んでいる事業の中で、住民にとってお得となるものをピックアップして紹介

する。 

60代 女性 住民の声を取り上げてほしい。 

70代 男性 町政に対する町民の意見 

 

 

 

 

 

⑪その他ご意見があればご記入ください 

20代 男性 いつも楽しみにして読ませてもらってます 

30代 女性 

エエことばかり書きたいのはわかるけど、あかんとこも、かかなあかんのちがうか 

昼間回ってるバスも、空回りしてたり、それよりも平地だけで山も回ってない。 

なんとかサイレンか放送つけるって言うてたけど、まだついてない。今の町長、公約書

いたことは、そもそも、町民の気持ちを不公平にしか思ってない。、せこして、なんと

かしたやつはしらない。 

まあ、知らんけど。 

役場の従業員が、一生懸命してくれてても、これではみずのあわや。 

広報を考える前に、みんな真面目に正直になること。 

ブラックな人の人間性からかえてほしいものだ。 

30代 男性 コロナ情報 

30代 男性 

デザインの一新で読みやすくなったと感じている。特に横書き主体になった点を個人的

には高評価としたい。 

賛否両論あるだろうが担当者の決断を支持したい。これからも前例に囚われない改善に

期待している。 

30代 女性 

重要なお知らせは何らかの形でして、特に広報なんていらん。 

利用者だけ、たとえ 100円でも販売したらどうですか。じじ、ババしか、暇人しかよん

でないとちがうか。紙代金印刷代金無駄思う。税金無駄遣い。 

そんなところから、節約してほしい。自己満足でしかないのでは。すぐゴミ箱いきの

人、おおいん違いますか～ 

30代 女性 町長はスポーツにも力を入れてくれているとのことなので、よろしくお願いします。 

30代 女性 
町内の明るいニュースが特に励みになります。様々なニーズに応えるための工夫を凝ら

すのも大変かと思いますが、応援しています。 

30代 男性 
読む年齢層が広い分内容も幅広いのですが、読みたい記事もざっくりしていて楽しくな

い。 

40代 男性 
マイナンバーカードの申請をもっと簡単に出来るようにして欲しい。 

密になるような申請方法は遺憾です。 

40代 男性 引き続き応援します。頑張って下さい。 

40代 女性 広報、楽しみにしてるので、がんばってください！ 

40代 女性 
広報、内容がつまらなすぎる。読みたいとゆう気持ちになれない。 

かつらぎ町の給食が貧相です。献立の見直しして頂きたいです。 

40代 女性 地域目線からの広報 
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40代 男性 町が今取り組んでいる重点施策を詳しく紹介する特集を組んでみてはどうでしょうか。 

40代 
回答し

ない 

毎月、誤字のお詫びと訂正ばかりしていますね。人の名前を間違えるのは大変失礼です

よ。きちんとした仕事を時間内にしてください。 

50代 女性 もっとスマホを活用して下さい。 

50代 男性 
昨年の広報の見直しから、全体的に余白も多く、シャープな仕上がりで、読みやすいと

思います。やはり表紙や途中のページなどカラーページはいいですね。 

50代 男性 税金が使われているので、これにかかるお金をコロナで苦しい人に使ってほしい 

50代 男性 

前町長の 10年計画等、役場の人達皆が情報共有できてなく、それぞれが横のつながり

が薄いように感じます。 

友好関係である和泉市の職員も同じ意見を述べていました。 

今後のかつらぎ町をどのように発展させて行く方向性かが見えないです。 

このままでは人口が減る一方では？と感じています。 

50代 女性 

町長さんはじめ 役場の職員の皆さん  いつも  町民のためにお仕事ありがとうござい

ます m(__)m年末も門松いただきにいきましたが、もうお仕事納めのあとでお休みなの

に  宿直ですか、お休みやのに  お仕事してくださっていて  門松頂けました。助かり

ました??  ありがとうございました m(__)m 

50代 女性 

特集ページ頑張って取り組んで下さい  

スペース空きすぎて、税金の無駄かなぁ ページ数減らせるのでは 

成人式はよかったです 若い世代も登場してください 

若い世代 働いてる人の登場も期待してます?? 

50代 女性 表紙の発行年月の文字が小さすぎてわかりずらい。 

50代 女性 
毎月楽しみに読んでおります。 

ありがとうございます 

50代 女性 住民の方がたくさん登場する紙面は読んでみたいと思います。 

60代 女性 

この間配布されたかつらぎ町暮らしの便利手帳はとても評価できる。 

コロナ、人口減少など問題は色々あるが、職員のみなさんが、前向きに頑張ってくれて

いるようでこれからも期待しています。 

60代 女性 ますます楽しい広報になる事を期待しています。 

60代 男性 頑張って下さい 

60代 男性 

町外(橋本市)ですが職場は新田 108 岩倉瓦店、区費は集金にくるけど広報が欲しいとい

っても何時も町外だからと言って断られる、橋本市だと区費払ってくれてる業者には広

報配布します、その為の区費だから、かつらぎ町は町外に対して冷たいですね。 

60代 女性 町長との懇談会を持ってほしい。 

60代 女性 
毎月 情報を届けてくださり、ありがとうございます。これからも よろしくお願いしま

す m(_ _)m 

70代以上 男性 毎日５時になると新規感染者の発生状況をみて身を引き締めています！ 

70代以上 男性 
町長メッセージは裏表紙へ→町民に主張になるように 

広報アンケートは常設する。 

 


