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問３ もっと工夫や改善が必要だと思うところを教えてください。 問４
掲載してほしい内容や、特集として取り上げてほしいテーマがあれ
ば教えてください。

表紙の写真、もう少し魅力的に撮影した方が良い。特に人物だけと
いうのはあまり良くないと思う。文章だらけの紙面もあった。よくない
です。

ポンプ操法大会の記事で優勝チーム（地区）は掲載してもいいので
は。又、出場チーム名の一覧も（参考程度でいいから）。

今回の表紙の写真は“水上熱戦”とのことですが練習風景の印象で
す。力漕ぶりや応援といったその場の臨場感が伝わらず残念です。

みて見てうちの子に6人掲載されていますが、高齢化の中、お年寄り
の方の（写真付きで）コメントらしきものも少しほしい気がします。

表紙が写真ばかりでもったいない気がする。
みて見てうちの子を良く見ています。月毎の誕生を御知らせくださ
い。

今年の7月号の表紙はせめて佐原の大祭の写真を使ってほしかっ
た。

うちの子いつも可愛いですが、となりにママも一緒だといいですネ。

表紙の写真は縦掲載が良いと思います。 いろいろの情報ができれば（行政等を）

表紙の写真が発行号によって縦になったり横になったりするのはい
かがなものかと思う。

暮らしの情報の催しを、もっと小さなイベントも取り上げてほしい。子
どもと一緒に出かける参考にしたい。

表紙の写真をあそこまで大きくしないで、その分いろいろな情報を入
れてほしい。

香取市の全体がわからないので人口が載っているところに簡単な地
図みたいなのがほしいです。

雑誌の類ではないのだから表紙らしき拡大写真は必要なし。パブ
リック・リレーションゆえに一面から記事を。小見川、山田、栗源の各
地域の情報を。

表のページに特集記事だけでなく全体の記事内容の目次が記載さ
れていると、後になって調べたい記事がある場合、開いて探さなくて
も良いと思います。

香取遺産を興味深く拝見しています。できれば所在地の地図を載せ
て頂けると有難いですね。

表紙も重要記事（一般紙なみ）を掲載してもいいと思います。 佐原の町の歴史と今後の商業町での発展の行方

新聞を購読できない若い人もいます。「広報かとり」の表紙に「児童
手当6/30まで」とか、注目させる文を入れられないでしょうか。

香取遺産の延長で、歴史の話題をもっと取り上げて欲しい。

※広報紙に直接関係しないご意見など、担当にお伝えする案件は掲載していません
※類似の内容をまとめているため、複数のご意見は分割して掲載している場合があります
※顔文字、記号などの強調表現は省略しています
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昔からそこの地区に住んでいる人達が地名などの由来が知りたい
です。例えば住民票には記名されていないけれども、地元の人は達
は昔からこの様な事で呼ばれている内容を知りたいです。

カトリノ郷物語を15日号の表紙に掲載していますが、文字が多くあま
り目を引かないような気がします。表紙は、1日号のような大きい写
真の方が手に取りたくなります。

今回道の駅で手に取りましたが、道の駅に関する情報や地域の歴
史等に興味があります。

香取の農業で頑張っていることを紹介したいのはわかりますが、表
紙がパターン化してまたかという感じで読む気にならない。

知られていない名所、旧跡や地域・地区の祭りや神事など是非取り
上げてほしい。

カトリノ郷物語は、表紙としては文字が多い気がする。 伊能忠敬の流れ。

「カトリノ郷物語」の文章は、もう少し大きい方が読みやすいと思いま
す。

1年通しての特集記事（○○の歴史）を毎号の連載物で掲載（新聞に
載っている小説のようなイメージ）⇒毎号読む動機づけにどうかなと
一案です。広報紙を通じて市（市民）のいろいろな取組み・活動を
知ってもらうことで、郷土のことを好きになる（好きでいてくれる）よう
な紙面であってほしいと思います。

市内の各地区の特色を紹介してみては。（史跡や活動等）

行政情報。生活上（期間的、義務的な）市民に重要と思われるような
こと（納税情報やお金の申請に必要な期間が決められたことは、特
に高齢者世帯などにも目が届くよう、説明なども大きめの字体やカ
ラー強調など各担当課とご協議の上で掲載していただきたい。

行政情報をただ単に載せるよりも、日常生活に必要な（得する）知恵
等あると興味を引く。
見出しや写真もただ目立つだけでなく、社会人として興味を引く内容
だと「見よう」という気になる。

ゴミのポイ捨てが後を絶ちません。集落の境、国道沿いの他、これら
は地元の人が捨てるのではないと思います。もっと注意を促す必要
があると思います。
燃えるゴミ、生ゴミの排出が多くなっているのではないでしょうか。特
に紙などの資源になるものが多く混じっているようです。「燃せば灰、
分別すれば資源」、市民の関心を高めましょう。
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紙面の文字数に制限があるのはわかりますが、省略することによっ
て意味が不明確になったり場合によっては意味が違ってしまう場合
があるので、行政手続きの記事は特に丁寧さが必要と思われます。

市の中心部以外の地域では、家庭から出される生活ごみを燃やして
いる家がまだまだ多い。特集記事を組んで掲載していただきたい。
煙が体にどんな悪影響をもたらすのか、罰則、発見した際の通報先
などについて。実際にぜんそく等の健康被害があるにも関わらず、
近所のために訴えることができない人が多いはず。

雑誌のリサイクルを知り1年前から取り組んでいます。日々出るゴミ
の出し方を「家庭ごみの分け方」を参考に分別していますが、悩むと
きもあり、さらに詳しく特集を組んでいただけたらと思います。

コンシェルジュが町並み見学する記事で、コンシェルジュを招いた方
たちは、見学してもらい、どのような目的を達成したのか内容が不明
でした。

ペットボトル、牛乳紙パック、容器トレイ、資源紙ごみ、ホチキスの針
などの分別は家庭でも比較的簡単に取り組めるものだと思うので、
そういった実現可能な取り組みを啓発する特集記事やミニコラムな
どがあると良いと思います。

市内のイベント等を幅広く紹介するための広報だとは思うが、テレビ
放送などの影響で人出も多かった佐原の夏祭りの記事がモノクロで
ポツンと掲載されているだけなのは、どうかと感じた。

「ゴミの回収業者さんの苦労」を写真と共に取り上げて下さい。あの
方々の御苦労があって市民生活が安心して営まれています。

暮らしの情報の充実（2件）

講座の受講生募集について、どういう内容か等、スペースの都合も
あると思いますが、もう少し詳しい内容がわかるようにしていただい
た方がよいかと思います。

外来害獣の被害、数字、捕獲処理数

暮らしの情報ページに、重要な情報や募集要項などが記載している
ことがありますが、ページ構成的に文字が詰まっておりフォントも小
さく、読者も見づらいと思います。
「香取遺産」、「編集後記」、「文芸」、「みて見てうちの子」などを無理
やり毎月掲載するよりも、市民にとって、より重要である「暮らしの情
報」の取扱いを大きくしてはどうでしょうか。

太陽光発電設備を多く見かけるようになりました。電力状況と使用
（販売）状況を掲載してほしいです。

講習や催しの開催記事が載っておりますが、月毎に一覧表を掲載し
て頂けると便利です（前の月に掲載）又、佐原駅でも配布されていま
すが時期が少し遅いようです。
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イベントスケジュールはもう少しくわしく。「ピアノ発表会」だけではど
この教室なのかわかりません。

子育て中のお母さんへの特集を取り上げてほしいです。0歳児のお
母さんは（特に第1子の場合）、日中子育てや家事に追われて精神
的に疲れています。子育て支援センターはあるけれど、なかなか勇
気が出ず足を運ぶこともできないという方もいます。そんな方の後押
しができるような記事を掲載して頂けたらと思います。

毎回、編集後記を掲載する必要はないと思う。 子育て中の大変なママにには心がホッとする助言コーナーを。

編集後記…広報の顔、本音が見えるところですがレベルがとっても
低いです。私文を載せるところではありません。もっと市民をばかに
せず、取材や編集から見えた市民の良さを伝えてください。

正しいウオーキングのやり方、知識など教えて頂きたいと思います。

毎年、同時期に同内容の記事なので、もう少し考慮してほしい。
病院やクリニックで行う各種検査の数値は何を表しているのか、
我々素人には何もわからない。わかりやすく説明してくれるとありが
たい。健康に生きる為に何が必要か？　食か働きか？

文字ばかりで読みにくい記事がある。 体育関係を含む健康管理などなど希望します。

A4版よりも大きなタブロイド版でこのまま発行を続けるのであれば、
思いきって表紙だけでなく、中の記事についても毎号横版で統一す
るのは方法だと思います。

高齢者の生活のしかたなどを見本を書いていただきたいです。

個々の趣味の範疇だが、デザイン性に凝りすぎて、見やすさを損
なっている事例もあるかと感じる。ターゲットは、市民全体・老若男女
なので、バランスが大変難しいが、御一考を。

生涯健康の増進を目指して、食生活の改善、健康運動への取り組
み、睡眠の質向上等の特集が欲しいものです。

子供たちの写真を多く使用（許可を取るのが大変そうですが） 病魔と取り組む対策など。

写真に関連した記事・本文も掲載したほうがよいと思う。
高齢者としては、季節の注意事項助かります。熱中症、食中毒、肺
炎、インフルエンザ等

市民に知らせるべきことを出来るだけ工夫をして興味と関心を引き
付けるような配慮をお願いしたい。

紙面での掲載量には限りがあるので、比較的若い世代に対する情
報提供は、メルマガ配信などを活用してはどうでしょうか？

防災について。改めて、避難所の確認や市内の自主防災の盛んな
地区の紹介。
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情報が漫然としていて、読みづらいところがあります。ページの表示
を紙面下部ではなく新聞のように上部に変更し、さらに「政治」「経
済」「家庭」などの新聞の表記にならって、「行政」「町の歴史」「お知
らせ」などの見出しをつけてみてはいかがでしょうか。読みたいペー
ジがすぐに見つかって便利だと思います。

救急車の活動。車の中で受け入れの病院が決まるまで待っている
時間が長い。なるべく地元の病院へ行きたい。

難しいが文字を少なく、写真を多く、フォーカス・フライデイ参考に。

公民館や図書館の記事もほしい。

どの記事も四角で囲われていることが多いのですが、もっと形を変
えてもよいのではないかと思います。

各市町村の図書館についての現状、利用率等　※図書館にもっと力
を入れてほしい。リニューアル希望。

もう少し見やすいコマ割りにしてほしい。 施設紹介（スポーツ施設など）

専門的な事はわからないが、いつも思う事は読みづらいという事、そ
して、中身が魅力的でないという事、型が同じパターンで面白味がな
い。

読みづらい（紙面の大きさ、レイアウト等）
香取市内で地元の人でもなかなか知らない遊べる場所、観光スポッ
ト、見どころの場所を地図付きで教えてほしい。

配置パターンの改善
市外の方向けの観光情報などが掲載された広報があるともっと観光
客が来るのではないかと思います。知られざる観光スポットもあるの
で市内の方も見るのではないでしょうか。

レイアウト（特に表紙の文字・写真）、デザインの統一感（全体を通し
て書体や配置がバラバラな印象で見づらい）、2色刷り版が、緑・黒
は全体的に暗い印象。以前のオレンジ・黒の方が明るい印象。全般
的に以前の業者の方が見易かった。

市内のお勧めスポットの特集。

過去の記事・未来の記事・市民の利益になる記事のスペース配分を
見直して、役に立つ広報にしてほしいです。

地域の特産、観光名所など、市外へ紹介するために、まずはどうい
うものがあるのか、また、どのように魅力あるように紹介したらいい
かなど。（2件）

紙面割も一目で見分けがつくよう、下地の色や区切り線等の工夫を
更に進めるべき。

合併して広くなったので、香取市のパワースポットランキングなど
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新聞等でもそうですが、記事を一字一句すべて読むかというとその
ようなことはないと思います。すでに相応の工夫をされておられます
が、やはり図表やイラスト・写真などで、ぱっと視覚に訴えるような感
じだと良いのかなと思います。興味・関心のある記事は人それぞれ
ですので、難しいところですが・・・

バスツアーなどの募集など、日帰り旅行など。

見出しはもう一工夫するともっとよくなると思います。 行事や催し等のお知らせがあると助かります。（2件）

記者が疑問に思うところ、知りたいことを切り口に記事にしてくださ
い。単なるお知らせは読む気がしません。

まちづくり等の催し事や老人、子ども、一般人との交流に関する行事

市の広報誌は、客観的に淡々と、簡潔に物事を伝えることが一番重
要と思う。見出し等に工夫を凝らすことも有りだが、懲りすぎにならな
いようにすべし。

催しに参加したひとの感想など知りたいです。

写真だけでなくイラストなどを入れるのも面白いと思いますよ。たとえ
ば市長の顔を芸能人に似せて描いたりとか。一例です。

各地区のマイナーな催しものなどを特集として取り上げてみてはどう
でしょうか。（たとえば主催者の方ひとりをピックアップするなど）

道の駅のイベントや、市内のイベント情報をお願いします。（4件）

文字が小さいです。ルーペを使っています。
いつ何の行事やイベントが一目でわかるような予告カレンダーペー
ジ

記事によってフォントを変えたりして見やすくしてほしい。 イベントやコンサートの早い情報

太字ももっと欲しい。 観光情報の特集（毎月1店舗ずつお店や店員さん紹介など）

全体的に黒文字が多いので、（色がついた文字があればそこに目が
いくので）少し色を変えてみても良いと思います。

文字の大きさは、私は読みやすいが、細かい所もある。香取遺産の
文字が少し読み難い。

市内の農産品などについては、引き続き取り上げてほしい。

どの世代にも読んでもらうということを考えると、字の大きさが小さい
気がしました。内容は生活に役立つことばかりでとてもいいと思いま
した。

市の特産品や新しい名物などが知りたいです。（2件）

全体的にもう少し文字を大きくすると共に文字を少なくする努力が必
要と考えます。行政側が伝えたいことと、市民が知りたい情報では、
かなりの差があるように思います。

美味しいお店を載せてほしいなと思います。（2件）
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文章に使う単語が専門的で分かりにくい時がある。文字数制限など
多くの壁があるが記事掲載時には心がけていきたい。

市内のおいしいもの情報を掲載しては。（2件）

カタカナ語、短縮語、意味不明の言葉が多く、辞書をひいても出てい
ませんネ。わからない事が多く、だんだん活字離れしていきます。

道の駅やカフェ、地元特産品を使ったスイーツ・料理

1ページくらい大きな字の、お年寄り向けページを作るといいと思い
ます。

お店や食べ物、人物、場所など、まだ知られていない・意外と知られ
ていない物事を市民から投稿してもらうと、見逃していた地元の新た
な発見ができるかなと思います。

市長をはじめ、お勧めの飲食店や施設の紹介など。

月1回の発行でよいにチェックしました。（2件） 香取市産品の活用方法や調理方法を掲載するとよいかも。

いっその事、月1回発行で、その1回に全力を注ぐ。そうすれば、いつ
も同じパターンになることも少しは避けられるのではないでしょうか？

月刊誌で良いと思います。何年に一度の催し物や重大な出来事が
起こった時などのみ増刊号等で対応してはいかがでしょうか。月刊
誌によりタイムリーな情報が発信できない等苦情などが予想されま
すが、１部でも更に内容の濃い広報誌を。

祭の時、年番特集とか楽しそうですね。

月2回の発行は大変ではないか？　月1回で紙面を多くしたら？
佐原の大祭や行事のイベントなど、写真をもっと貼って詳しく載せて
ほしい。（2件）

山車が祭礼ではなく当該町内単独で曳きまわされる（車輪の新調記
念など）場合の情報を掲載していただきたい。

最近、新聞を取らない世帯が多いようですが発行部数等の変更
は？

各部落等の行事をもっと取り上げて欲しいです。

香取市のおまつり

ページ数をもう少し増やしたらどうか。（3件）
佐原の大祭や栗源いも祭りなど有名な行事ではなく、地区に伝わる
小さなお祭りや行事、伝統などを紹介するコーナーがあってもいい
かなと思います。

内容が豊富で楽しみの一つですが、枚数は決まっていますか？　少
しぎっしりして、最近目が悪くなり、少し空間があれば…と。
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時期ごとに的を絞った特集を組み重点的に伝えることは良いと思う。
もう一歩踏み込んだ取材内容を伝えられるようにページ数の増加
を。

市役所、各課の取り組みの現況を。（3件）

市が行っている事業やその成果のＰＲ記事を掲載してほしい。

A4判にして1ページのスペースにすると丁度よいように思います。
市や県、国でやっている補助金制度を載せて欲しい。（ＨＰにも載っ
てないやつもあるので）

一般家庭である程度の期間保存しようとするとき、現行の大きさでは
大き過ぎると思っています。

課や班の仕事内容。

本紙を保管しているがA4判でファイルしたいので改善をお願いした
い。

他の市と比べてみた香取市。

県と近隣市町の広報紙を入手し、拝読後ファイルしているため、ほ
かと同じサイズのA4判を希望しました。

いまさら聞きづらい必要な手続き（結婚した時、子供が生まれた時、
家を買った時、相続した時、家族が亡くなった時　等）

広報が大きすぎて扱いづらい感あり。もう少し小さい方を希望しま
す。他県の自治体の広報を手にしたときに感じました。

公共施設利用するための手続きをやさしく知りたい。

広報紙のタブロイド判は大きすぎて扱いにくい。用紙も旧町のような
厚い方が良い。専用のファイルがほしい。

市政情報などをもう少し充実し、市がどのような施策、事業を進めて
いるか示したほうがよいと思う。

A3判は取り扱いも悪く保存にも不適です。保存性・コスト等も考えA4
判にしてください。

香取市として、交通網等の充実を含めたインフラ整備、介護、医療、
福祉等の計画を知らせてほしい。

広報誌の大きさが現在のものだと不便、読みづらい。
市職員の意識改革の取り組みなどを公表したりして、市民との意識
距離を縮めてほしい。

表紙は、イベントの写真ではなく、市のコマーシャルになるような宣
材写真にして、市外の人も、観光客も手に取りやすくなるようなデザ
インにしてください。だからA4
有数のロケ地なのだから、その映画、ドラマを表紙に使ってみては。
著作権的に無理かもしれませんが。

行政で出している補助金制度などもっと多く載せてほしい。
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他市在住なので、他市の広報と比較しています。大きくて良さそうに
思えますが、実際はもちづらく感じます。パッと見で読むことが難しく
思います。

公費の使途や意思形成の過程について丁寧な情報公開が必要。
例えば、単発でなく、市行政運営で議会等で話題となっている事項
を連載で掲載し、意思形成までの経過を公開するなど
①経緯や計画をわかりやすく解説
②見直しのための意見募集
③結果を受け、こう変更したなど

A4版で内容の充実したものを。

若い人が住みやすいような街づくりに、市としてどう取り組んでいる
か伺いたい。成功している他市の要因なども取材してほしいと思い
ます。

AR動画の存在が分かり難かった。
佐原駅周辺の再開発、病院の建設等について（市民がわからないと
ころで進んでいるようなので）

AR　高齢者の多くは理解していないと思われます。
香取市のめざす方向（目標）の進捗状況や目標の達成等を具体的
な内容とともに知らせてほしい。

香取市の未来予想（良い面も悪い面も）

表紙のカラーはとても印象がよいので毎回お願いしたい。（特に8月1
日号は最高でした。）　「カトリノ郷物語」の表紙は2色刷りなのであま
りインパクトがなかったです。

税金のムダ使いをなくそう。そして減税へ

カラーの写真がもうちょっと多くしてほしいです。山田区の子ども達の
写真が少ないと思います。

現在の香取市の高齢者介護施設の現状や今後の対策等について
ぜひ取り上げていただきたい。

可能であれば、15日号もカラー版が望ましい。特に食べ物の記事
は、色が大切だと思います。

道路や公共施設の工事進行状況。

コストがかかるようでしたら大変だと思いますが、カラーページを増
やしてほしい。

現在進行している耐震工事事業の写真と文章での紹介（各地区の）

カラーで見やすくしてほしい。 額が大きい工事等の進捗状況（写真）報告。

たまには全体をカラーで出してほしい。

中をもっとカラフルにしてほしい。 閉校した学校の利用計画・検討の状況

広報の写真カラーにしてはどうか。（情報量が多い） 廃校等の活用状況、子ども・高齢者の活動状況等

全ての号がカラーになると良い。 統合した小学校の現在、廃校した地区の活気等は変わったか。
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ある市町村では、経費削減の為、カラーをなくしました。香取市もそう
して、その分、若い人達に使うようにしたら、いいと思います。

夏は、色は涼しい方がよい。ピンク、セピアは暑い。
市役所ロビーの片隅にある“譲ってほしい物・譲りたい物”のコー
ナーを月1でもよいからどこかに入れると、より多くの人がわかるの
では。

色の使い方 安心して暮らせる町づくりの各種情報ならびに地域交流情報

カラー印刷も必要ありません。

「ご意見や悩み」など毎日疑問に思うことを匿名で「声の欄」として載
せてください。市民の生活の向上の為に。

コスト意識をしっかり持たれたい。担当者の人件費もコストです。香
取市の財政は健全ではなく借金の先送りです。8月1日号で本当に
市民に周知すべきものは全体の半分以下と考えます。

市民の要望や意見とそれによって改善された事柄。みんな（市民）の
意見が気になります。（2件）

広報という目的を忘れずに報道面を中心に娯楽的なものは遠慮し
て、一般の新聞紙面を参考に。

市民の声の様なコーナーが良いです。（2件）

個人情報を一層丁寧に取り扱う必要があると思います。 地域の困り事相談などのコーナーがあると良いのですが。

アンケートはハガキタイプの方が面倒がないと思います。

歴史講座になるコーナーを作って欲しい。松本幸四郎や佐藤尚中が
香取市出身であるのを知らない人が多い。また、香取神道流が武道
の大元であるのを知らない人がいる。
伊能忠敬以外にも地元出身者には自慢になる逸材が多々あるので
一般市民を啓蒙するコーナーを作って欲しい。

他市町村に比べ香取市の広報はスタイル、内容等劣っていると思い
ます。市長登場を少なくして、中立・公正の立場で編集すべきと考え
ます。合併して10年以上になるが成長がないです。

職員間の業務をシンプルにし、職員同士の業務は削減ください。入
札等で安い業者を選定してください。広報紙は必要最小限の情報提
供とし、広報紙の発行自体を業務委託することも視野に、とりあえず
人件費の半減を望みます。

市民が撮影した写真を抽選し表紙などに掲載する。

催し等が開催される際に開場や集合場所などになっている施設に確
認や相談が無く掲載されていることがあるため記事の確認方法等の
工夫が必要。

古い写真展（街道や集落の風景写真）
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行政側からの思惑ではなく、市民が普段思っている疑問や身近な課
題等を地道に特集で取り上げてほしい。

合併前旧市町村の懐かしい写真特集（風景、街並み、祭、行事等
外）

市内諸施設（文化会館・諸センター等での催しの掲載
1.無駄はないか
2.市民は皆平等の扱いしているか
3.ちば広域連合廃止、市町村で業務行う

香取市の風景。（2件）

「香取市の地名」コーナーや「香取市の野草」コーナーなど。

今回の様な広報についてのアンケートは初めての様な気がします
が、とてもいい事だと感じました。是非、定期的に年一度とか2年に
一度のペースでアンケートを実施したらどうでしょう。

食文化を守る人コーナー。芋からこんにゃくを作る友人がいます。冷
たいさしみこんにゃくが心をあたためてくれます。味噌、納豆も作りま
す。

今回のようなこころみで市民の声の吸い上げがもっとあってもよいの
ではないでしょうか。（2件）

ためになる本やインターネット情報を掲載すとよいかも。

若い人が読みたくなるような紙面も良いと思います。 手芸関係を載せてください。お料理とかも…。

専属の職員がいるのならば、個々の趣味や嗜好、特性等を活かした
情報も発信してみては。
市外の人間は、まず広報誌の内容でその自治体の色や風土、行政
レベルを判断します。市内への情報発信も大事ですが、市外への情
報発信も意識してほしいです。

季節ごとの調理の仕方（仮にパンの作り方、カステラの焼き方等）載
せてもらいたい。（2件）

旧市町のバックナンバーのデジタル化を望む。市民カメラマンから写
真を買うしくみを考えてはどうか。

占いやプレゼントもあるとうれしいです。

もっと身近な話題を少しずつ取り上げてみたら、読者の関心もひける
のではないか。例えば、香取市の主な病院、医院の特に力を入れて
いる診療部分とかPRを取り上げてみるとか、超高齢者を少しずつ訪
問取材するとか、高齢者が元気になるような励ましの記事等あるとう
れしいかな？

釣り大会。例えば、へらぶな釣りとか横利根川を中心に行われてい
るもの。

高齢者向けページ、小学生向けページ等、ページを特化してみては
どうか。

また、写真や記事だけでなく香取市や地域にちなんだ４コママンガな
ど、大人向けの箸休め的なコーナーがあっても良いかなと思いま
す。

その時期に話題となる身近な課題の問題提起になる特集を取り上
げてみて。

一人で淋しい御老人には周りを頼っていいという、どこかのお寺のお
坊さんの一言を。
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夏休みや冬休みに、子ども号特集など、学生が読む号もアイデアで
は？

日常生活に必要な（得する）知恵等の連載（試してガッテン的な、あ
るあるネタとか）

知らない人に知ってもらえるように、もっと認知度をアップできるよう
に、広告やポスターなど、たくさん出した方がいいと思います。（2件）

市長への手紙、みんなで考える意味で、可能なものは広報に公表を

地区（小見川・佐原・山田・栗源）別に記事を載せるともっとわかりや
すいのではないか。

佐原の事ばかりでなく地方の事も取り上げて掲載してほしいと思い
ます。

香取の近隣市町村との　違う点のアピール。特産品の　アピール。
近隣との差が少ないのなら　北海道とか沖縄とかとの違いを探して
みるとか　世界には香取と似ている町・村はないか　興味がありま
す。

合併して10年でも他地域の情報が全て解っている訳ではないので
地域ごとの情報を毎月又は月1で必ず紹介してなじめていけるように
情報提供してもいいと思う。

時には佐原、小見川、山田、栗源各地域ごとのページ掲載にしてみ
てはどうか。

各業種の労働者の苦労や自慢話等、未来への展望等

記事、表紙等、旧佐原市内が多く、「又、まつりかなどと、それだけで
内容を見ない」の声があります。他地域の情報も取り上げて。

おらが村自慢を掲載しては。

小見川のことももう少し載せてほしいです。

表紙や記事の写真等旧佐原市を掲載するのが少なくなったような気
がします。場所・人の大きいところは公平にしても他から見れば目
立って遠慮しているのかなと思ったりします。

合併して歌われることがなくなった校歌や市歌をとりあげてほしい。

佐原に金をかけ過ぎだと思う。山田の方にも資金を回していただき
たい。

亡くなられた方のお知らせがあった方が良いと思います。月に1回で
地区別、名前、年、部落等を。（3件）

前みたいに区で回覧で各家へ配ってほしい。今みたいに新聞へ入
れないで。

旧町で掲載されていた出生／死亡者の名前を掲載してほしいです。
特に死亡者の掲載は、とても役に立っていました。
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回覧板に2～3部入れて下さい。新聞を取っていないので、年2～3回
市に取りにいっています。

死亡記事を載せてほしい。(2件）

配布方法に問題があるかと。山田区→各小学校区→各区→回覧板
等がよいかと。

コストダウン版や、四半期に一度などでもいいので、全戸配布されれ
ば良いと思います。
新聞も取らず、自治会にも参加しない方にも情報を届けられる仕組
み作りが出来れば、今より良くなると考えます。

香取市出身で全国的に活躍している人
（実業家、アスリート、アーティストetc市民が誇らしく思えるような人）

新聞読まない人も家まで届けて欲しい。
農業や消防団、伝承されている祭事などを受け継ぎ、地域でがん
ばっている人を取り上げてほしい。

新聞の折り込みチラシに入ってくるため、新聞を購読していない我が
家はなかなかみることができません。なので、もっと目につく場所に
置いていただくと気軽に手にとってみることができます。

「私達はこんな事をしています」と題してグループ活動している所へ
行き紹介したらいかがでしょうか。

配布手段について、現在は、新聞折り込みですが、若い世帯はイン
ターネットの普及により新聞を購読しない方が多くなってきている状
況なので、コンビニなどにおいて自由に持って行ってもらうようにした
ら良いと思う。

新たに香取市民となられた方を対象に紙面に登場してもらうような
企画など面白いと思います。

広報紙を綴じる紐があると良い。 ＵＩターン移住者、若手で地域お輿しに全力で取り組んでいる人

広告料が高い。安ければ参加したい。
過疎化対策として、若い人で香取市に流入された方、地区、様子や
取り組みの紹介。

何かの折に他市の広報を読みました。すごく住民に密着していて、
ほのぼのとしました。

新聞折り込みのせいなのか、きれいにできすぎているからか、身近
な話題があまりないからなのか、読む気がしないという声を耳にしま
す。昔の合併前の身近な話題で手作り感満載のものがなつかしく感
じます。

香取市は合併して広いので色々と情報があると思います。若い人が
頑張っている特集があったらいいです。
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さらに楽しくしてほしい。
小中学生、子どもと親など、世代にフォーカスした内容を掲載し、そ
こに関係する情報を掲載するのも良いのではないでしょうか。

もっと内容を増やしてほしい。

高校生の記事のような、人物の魅力を引き出し、紹介する特集はい
かがか？
例）高校生のほか、市内の若手企業家（店長さんとか）（ＪＣか青年
部あたりに依頼？）

投稿記事を掲載しては。
若い力の紹介は是非してほしいです。香取出身の皆様が世界や全
国で活躍されていることはとてもすごいことだと思います。

各、小・中学校として現在、取り組んでいる内容を広報でお知らせし
ていただければよいと思います。

市内中学校生徒の美術活動の様子を掲載していただきたい。

自分の子どもが大きくなった今、「ブカツー信」じゃなくてもいいので
小学校（香取市全部）の様子を知りたいですね。

学校のことなど。

小・中・高の部活で活躍した方をもっと取り上げてほしい。

中学校の部活も面白いですが、高齢者クラブの活動も時々掲載され
ると楽しくなります。

高齢者が多いので、高齢者の方で元気に活躍している方の特集な
どを載せてほしい。

お年寄りも・・・。色々な人を知りたいです。

市内の高齢者の活動や元気な姿をまとめた内容

高齢者宅になどに配達してくれる店名を記載
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スポーツ関係は香取市のアスリート大人も含めて頑張っています。
オリンピックに出場できそうな香取市出身者（今は市外に出ていて
も）も案外多いです。そのような方の特集をお願いします。

以前、夏の甲子園に出場した高校生の紹介が広報でありましたが、
今回の高校総体カヌー競技で市内の高校生が優勝しました。香取
市から活躍する選手を紹介することにより読者は増えると思います。
さらにより身近な小学校や中学校の各種大会の競技結果や県代表
になった選手などを掲載記事として取り上げると、その年代の保護
者や子供たちなど読者の幅が広がり、小さい頃から広報を読むこと
が当たり前になるのではないかと思います。
広報を読むきっかけづくりとして、香取市で活躍する子どもたちを「ブ
カツー信」なけではなく、より多くの競技結果などを掲載されてはい
かがでしょうか。

一般者のグループ紹介（例、ソフトテニス同好会、バドミントンクラブ
等）

スポーツ関係をもっと掲載してほしい。

中央公民館を会場として書道を学んでいます。最初は市の主催でし
たが自主教室となり活動しています。受講生は年々減少し、新しい
会員を募集したいのですが紙面掲載していただければ幸いです。

山田区の事についていろいろ考えて下さい。佐原の話が多すぎま
す。老人クラブやいろいろ活動しています。

各地区の会社、事業所、サークル、また、個人などの紹介コーナー
があっても良いのではないか。各地区のことがより身近になる気が
する。各地区の祭りや日程などが載っていて、関心が持てたので。

功労者はもちろん歓迎しますが、一般の方でも、佐原、小見川、山
田など、地区ごとに頑張っている「元気なおじいちゃん、おばあちゃ
ん」などお年寄りの特集コーナーがリレー方式の掲載があれば、シ
ニアパワーを刺激して、広報への市民の関心も高まると思います。
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自治協議会の活動を周知し協議会の設立を呼び掛ける。

ＮＰＯの活躍に継続的にスポットを当ててほしい。（2件）

市内で活動するボランティア組織の取り組み

市内で活躍（？）している人や団体、事業所などをもっと記事にでき
たらいいかもしれませんね。

市内会社紹介（業務の内容及び働く人のやりがいなど）（2件）

利益をあげている企業、商店など

地域振興事業の活動をPRするのも、まちづくりの刺激になってよい
のでは。

市民活動等


	ご意見

