広報あつぎ1320号（2月1日号）インターネットモニターアンケート結果
結果
年代
2月１日号「広報あつぎ」について

設問内容
あなたの年代を選択してください。
紙面で紹介した行政情報の中で、最も興味を持った記事はどれです
か。また、その理由。

「広報あつぎ」感想・意見

その他、今回の「広報あつぎ」について、感想、意見があればお聴せく
ださい。

「あつぎ元気Wave」感想・意見（1）

「あつぎ元気Wave2月第1回（2月１日から15日まで）」について、いかが
でしたか。 また、感想、意見など。

「あつぎ元気Wave」感想・意見（2）

「あつぎ元気Wave1月第2回（1月16日から31日まで）」について、いか
がでしたか。 また、感想、意見など。（任意）

広報あつぎ1320号（2月1日号）インターネットモニターアンケート結果
Ｑ あなたの年代を選択してください。
10代

0人

20代

3人

30代

13人

40代

27人

50代

14人

60代

11人

70代

19人
87人

広報あつぎ1320号（２月１日号）インターネットモニターアンケート結果
Ｑ 紙面で紹介した行政情報の中で、最も興味を持った記事はどれですか。
１面 給食で育む郷土愛
1 給食が好きだから。
2 レシピが参考になりました。
3 郷土料理に興味があったから。
4 厚木風雑煮を作ってみようと思いました。
5 給食のおいしさと素材の安全を追求してほしい。
6 少なくとも学校では適切な食事をとってほしいから。
7 厚木風雑煮がおいしそうです。食べてみたいと思いました。
8 とても良い取組だと思いました。郷土愛は胃袋からも育まれると思います。
9 郷土食が給食に出ることで、地元への愛着も食育にもなり良いことだと思う。
10 4月から子どもが小学生になるので、どのような給食なのか気になっていたため。
11 厚木市の未来は、子どもたちにかかっている。しっかりと郷土愛を育んでほしい。
12 子どもたちに郷土の味を知ってもらって、受け継がれていくと良いなと思いました。
13 厚木風雑煮を提供する飲食店があると大人にも親しみが持てるのではないかと思います。
14 私は厚木市出身ではないため、学校で厚木市のことを学んだり、食したりしてもらえて助かります。
15 子どもたちが給食を通じて、自分の住んでいる街に関心を持つことは大変良いことだと感じました。
16 食育を通じて郷土愛を育むのは非常に良い取組だと思います。今後も力を入れていただきたいです。
17 厚木市には、郷土料理がないと思っていたので、厚木風雑煮のことを知ることができて良かったです。
18 厚木市に豚関連の料理以外に、かてめしや厚木風雑煮などの料理があることを知りませんでした。
19 身近な給食からも学べることがあると思いました。当たり前に食べているものも、地元のものであると気持ち
が違うと思います。
20 厚木市の郷土料理が給食で食べられるなんてうらやましいです。食を通じて厚木市の歴史も学べることは
良いこと。給食が懐かしく、食べてみたいです。
21 今でも友人と給食の話題になります。思い出にもなる給食で郷土料理を出していることが良いと思いまし
た。レシピも掲載していることが良いです。
22 普段の生活では厚木市の郷土食を意識して食べる機会がないので、給食に取り入れることは子どもたちが
郷土食に触れる良い機会になると思いました。
23 厚木風雑煮というものがあったことを初めて知りました。郷土の食べ物や食べ方を知るということは、子ども
たちが大人になっても心に残ると思います。
24 給食で、郷土食を味わえることはとても良い食育だと思いました。また、子どものクラスが撮影されていたの
で、子どもも一緒に見て喜んでいました。
25 家庭とは違った味を届けてほしい給食で、子どもたちが色々な郷土料理を楽しんでほしいです。栄養価も高
く、育ち盛りの子どもたちに笑顔を届けてほしいです。
26 厚木風雑煮のことを初めて知りました。しかし、内容は厚木風とは何か良く分からないです。厚木ならでは
の雑煮の特徴は何なのか、他と違う特徴は何なのか、そのことに触れていないので、消化不良です。

27 子どもが小学1年生で、幼稚園の時よりも給食がおいしいと言っています。豚肉のみそ漬けのフライもあると
のことで私も食べたいです。かてめしもおいしそうで機会があれば家でも作ってみたいです。
28 子どもたちは食事の3分の1を給食で賄っているので、いろいろ工夫されていることが分かり、とても安心し
た。大人になってから厚木市に引っ越してきて、かてめしを知らなかったが、作ってみたらおいしかったで
す。
29 食べることは生きることにおいて基本である。毎日、食べる食事だからこそ、大切な時間として位置付けて
ほしいと思います。食べることは生きることの糧を養うことです。おいしいことも大事ですが、おいしいものば
かり食べていては栄養が偏ります。バランス良く食べ過ぎに注意することが大事です。こうした食育は小さ
いときからの習慣によるものなので、幼いときから学んでほしいと思います。
30 給食で郷土愛が育まれれば良いと思いますが、豚以外の紹介されている料理は、特徴が少ないように思い
ます。子どもが大人になって生まれた子どもに「これが厚木の料理だ」と作れるようになったらすばらしいと
思います。また、大人は給食を食べる機会がないので、月に１回でも、希望者が給食を食べられる機会を
作ってほしいと思います。私は、「男の料理教室」を主催していて、もし給食をいただけたら、料理教室でも
作って紹介したいと思います。一考をよろしくお願いします。

２面 複合施設等整備基本計画を策定
1 親子で楽しめる施設ができると良いなと思います。
2 複合施設等の整備について、情報が伝わってきません。
3 市庁舎を含む複合施設の早期着工と完成をお願いします。
4 厚木市の発展と活性化に期待をしています。近隣市に負けない街づくりを応援しています。
5 アミューあつぎの店舗が次々と変わる現状を考えても、複合施設を新たに作ることにより、何を変えようとし
ているのか意図を示さないと不要な費用を掛ける印象は払拭できない。市民の利便を図る駐輪場なら、な
ぜ新施設のみ料金が高いのか理解できない。行政側からの視点でなく市民側の素直な疑問も掲載してほ
しい。
２面 本厚木駅南口に駐輪場を整備
1 自転車で本厚木駅前に行くことがあるので。
2 本厚木駅南口の駐輪場の完成が待ち遠しいです。
3 駐輪場の利用者が多いので助かると思ったから。
4 駐輪場の場所や月額が一覧になっていて見やすかったから。
5 本厚木駅南口に駐輪場がなくて不便だと思っていました。便利になって助かります。
6 本厚木駅まで自転車を利用しており、新しい駐輪場の情報が知りたかったから。
7 駅周辺の駐輪場の案内が分かりやすくて良かったです。少しでも渋滞緩和とCO2の排出量減に寄与したい
です。
8 本厚木駅前の駐輪場所の問題が解消されるのではないかと期待をしています。駅からの距離や機能にか
かわらず一律料金ということに不公平感も感じていました。
9 本厚木駅南口の新設駐輪場がいつから利用可能になるのか情報がなかったので、興味を持ちました。利
用料金がかなり上がったことが気がかりです。表現の問題であるが、旭町2丁目の原付自転車の料金表
は、欄からみて3階利用のように見えます。市議会だより7面で中町1丁目駐輪場の廃止時期を3年度として
いるが、曖昧過ぎます。
10 駅近くに駐輪場を整備することで、利用者にとっては駅までの時間短縮にもなり便利になると思います。路
上等での駐輪が少しでも解消されることを期待します。公共施設予約システムが新しくなるとのことですが、
スマホ、パソコンから予約可能となるのは大変便利で簡単に予約できると思います。ただし、高齢者にはス
マホを持っていない、操作が分からない方もたくさんいます。新たに利用者登録の必要があるそうですが、
なかなか行くことができない人も多いです。なんでもかんでもスマホなどからの登録や申込みにすることは
疑問があります。
３面 公共施設予約システムが新しく
1 最近はがきで送られてきたので。
2 利用者登録通知はがきが送付されてきたから。
3 新システムの登録方法を良く読んで登録します。
4 システムが新しくなり、使いやすくなるとうれしいです
5 マイタウンクラブを利用しているため、もっと詳細な情報が知りたかった。
6 マイタウンクラブを利用しているため、より快適になるか興味があったため。
7 システムが利用しやすくなることには好意が持てますが、切替えがネット上で完結せず、窓口に行かなけれ
ばいけないのが不便です。
8 マイタウンクラブが終了して、公共施設の予約が新システムになる記事を読んだが、複雑になったようで良
く分からない説明だった。

9 公共施設予約システムの利用者登録通知はがきを受領したが、2月8日の臨時窓口は午前中のみだったの
で、せっかくなら1日やってもらいたかったです。
10 これまでも市内の公民館を利用していましたが、システムが新しくなり、より便利に、楽に予約ができること
を期待してこの記事を読みました。必要な市民が必要な時に体育館などの予約ができて、公正に利用され
ることを期待して、このページを選びました。
11 公共施設予約システムが新しくなると、なぜ、再登録のために窓口に行かなければならないのか説明がほ
しかったです。マイタウンクラブの利用者は既に連絡先などの情報が登録されているので、切替えの手続に
利便性を図ることができなかったのか疑問です。
12 現在の公共施設予約システムはお世辞にも使いやすいシステムと言えません。スマホ対応のほか、イン
ターネットエクスプローラー以外のブラウザで利用できない、施設の空き情報がとても分かりにくいなど改善
点が多数あるので、使いやすいシステムになることを願っています。
13 公共予約システムの内容を、「あつぎ元気Wave」で取り上げてもらいたかったです。記事だけだと難しいで
す。はがきが来ましたが、「公共施設予約」というのがスポーツしか思いつかず、自分には関係ないとはが
きを捨てそうになりました。文化会館の予約も入っていることを広報紙で知りました。
３面 市民意識調査の結果まとまる
1 詳しくは検索ではなく、もう少し調査結果内容や考察を掲載してほしかったです。
４・５面 民話でたどる厚木の歴史
1 民話が興味深かったです。
2 民話を読むのが好きだから。
3 厚木市の歴史について勉強しているため。
4 厚木市の歴史と文化を知る機会を得られたから。
5 厚木市の民話について分かりやすく楽しめました。
6 厚木風雑煮が懐かしかった。厚木市の民話に興味を持った。
7 厚木市の民話をきっかけに、隣人や友人と語り合える話題ができました。
8 妻田薬師の近くに在住しています。その他地区を含めて歴史を知れて良かったです。
9 昔話に知った地名が出てくると、話に引き込まれ、とても興味をもって読みました。
10 厚木市のたくさんの民話を知ることができて、大変興味深かったです。取り上げられた場所を訪ねてみたく
なりました。
11 厚木市にも多くの民話があることを知りました。山伏の話が印象に残りました。真偽は分かりませんが、こう
した人々のお陰で今があると感じました。
12 日頃、あまり目にすることのない厚木市の各地に残る民話を、興味深く読ませていただきました。厚木市に
は長い歴史があるということを再認識しました。
13 民話で伝えられて今も現存しているということに感銘を受けました。そして、紙面で使われている写真がとて
もきれいで、美しいものばかりです。
14 住んでいてもなかなか知ることがないので、とても良いと思った。1面の郷土食の給食と同じ号で載っていた
ことも良いと思いました。もっと厚木市のことを知って大事にしていきたいです。
15 自分が子どものころも、民話を通して郷土に対する愛着心や興味が湧きました。それによって郷土愛が育ま
れ、地元に対する気持ちが変わったのを覚えています。子どもたちの郷土への入口として、民話はとても良
いと感じました。
16 厚木市の歴史（6か所）の由来について、写真などとともに分かりやすく説明がされていて勉強になりまし
た。厚木市について知らないことがたくさんありますが、あつぎ郷土博物館や広報紙の記事を参考に厚木
市のことをもっと知りたいと思いました。

17 毎月特集記事を楽しみにしています。いつも新しい企画を打ち出されており、取材も丹念で、編集も良くでき
た紙面を作られています。今月も、各地域の民話を紹介されていて、厚木市の歴史を思い浮かべながら楽
しく読ませていただきました。夜明け直後の朝日に映える富士山と大山の写真もすばらしいです。見事な写
真です。
６面 あつトピ！
1 都内に勤務していますが、子育てしながら働きやすい都市として、さらに充実した支援が増えてほしい。
2 私は野球が好きなので、地元出身でプロ野球選手の田中兄弟が、プロになってもシーズンオフに厚木市を
訪問してくれていることに感動しました。これからも応援し続けたいです。

６面 ひとまち元気
1 元気が1番役に立ちます。
７面 タウンガイド
1 相模人形芝居とジャズコラボが楽しみです。
８面 あつぎ飯山桜まつり
1 あつぎ飯山桜まつりを楽しみにしているので。
2 あつぎ飯山桜まつりは有名なので興味がありました。
８面 自然歳時記
1 自然歳時記を毎号楽しみにしているので選びました。
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Ｑ その他、今回の「広報あつぎ」について、意見・感想があればお聴せください。
1 良かった。
2 楽しく読みました。
3 良くまとまっています。
4 役立つ情報が多かった。
5 内容が充実していました。
6 全般的に内容が濃く、参考になりました。
7 いつも工夫した記事になっていると思います。
8 気になる情報が良く組み込んであると思います。
9 今回もためになる記事をありがとうございました。
10 見やすく、興味あるテーマも多かったので、読み応えがありました。
11 いつもより紙面がカラフルで明るい印象を持ちました。読みやすかったです。
12 全体的にかなりゆったり紙面を使っている感じですね。2・3面は何かもったいないですね。
13 市民目線で書かれた内容が多く、とても読みやすかったです。また写真も生き生きとしていて良かったです。
14 郷土の歴史に興味を持った。
15 給食で育む郷土愛がとても良かったです。
16 給食を食べている小学生の姿にほっこりした。
17 表紙のテーマの掘り下げが足りない号が多いです。
18 郷土食のことについて、初めて知る内容もありました。
19 小学校の給食風景がとても和やかな感じがして良いです。
20 表紙にある厚木風雑煮のことを初めて知りました。一度、作ってみたいと思います。
21 給食の話題がとても良かったです。郷土愛を育む手段として、食から入るのはとても良いと思いました。レシ
ピの掲載もとても良かったです。
22 厚木市に移住してから40年余りが過ぎましたが、厚木風雑煮があることをを初めて知りました。近所の地元
の方に教えていただこうと思います。
23 地元に根ざした歴史や郷土食などは大変良い記事だが、インフルエンザや新型コロナウイルスが気になる
この時期に必要となる医療機関や対応方法の情報も載せるようにしてほしかった。
24 学校給食を通して子どもたちへの郷土愛を深めたり、大人たちへは日常生活への利便性を伝えるための大
切な情報や、歴史を知るきっかけを提供していただき大変ありがたいと思いました。
25 1面の給食で育む郷土愛では、かてめしの説明不足です。2面の駐輪場と3面の公共施設予約システムで
は、行政情報を伝えることに終始して利用者の知りたいことに答えきれていません。全体的に検討不足の
感があります。
26 「給食で育む郷土愛」であるが、昔から厚木風雑煮などは給食で出されていたのか。私も子どもの頃、厚木
市で小学校給食を食べていたが、記憶にない。せっかく目立つ1面に載せるのであれば、関連記事を作って
給食についての市民の意識を高めるように広報の仕方を工夫してはどうか。例えば、最近では、中学校に
も給食の提供を始めている自治体もある。今回の記事は、市民に興味を持ってもらう切り口としては良い題
材だったので、もっと活かしてほしい。また、他にどのような郷土料理があるのかについて、「学校給食課」と
しての情報発信だけでなく、他課とも連携した発信ができればより良い広報になるのではないか。
27 本厚木駅南口が快適になるのが、楽しみです。

28 厚木市の街がどんどん新しくなる感じを受けました。
29 駐輪場の料金について詳しく表示されていて分かりやすかった。
30 複合施設等の整備で、街が活気づくきっかけになってほしいと思います。
31 複合施設等整備計画は、より詳細に周知するべきで、形式的な紙面では困ります。
32 本厚木駅前の施設整備には興味を持っているが、渋滞緩和や駐車場を利用しやすくしてほしいです。
33 駐輪場の利用料が意外に高額だと感じました。放置自転車がなくならない理由の一つかも知れません。
34 本厚木駅南口に駐輪場が整備されたとのことで、駅周辺に駐輪場がたくさんあると何かと便利なのであり
がたいです。
35 本厚木駅付近は自転車が多いので、駐輪場がもっと整備されると良いと思っていました。今後も引き続き、
充実させてほしいです。
36 本厚木駅周辺に駐車場や駐輪場が少ないと思っていたので、駐輪場ができて良かったです。あつぎ飯山桜
まつりが近づいていると思うと楽しみです。
37 現在、厚木市消費生活センターは厚木商工会議所内にあり、本厚木駅や市役所から離れた場所にあるの
で、複合施設に入って、より身近な施設となってほしいです。
38 本厚木駅南口の駐輪場の整備により、歩道に自転車が置かれることが少なくなったと思います。多くの
方々が駐輪場を利用することにより、安全で安心した住みよいまちにつながると思います。
39 本厚木駅南口の駐輪場の記事は、どこにできたのか分かりづらかったです。位置を表す地図があっても良
かったと思います。駅に近いとはいえ、もっと近くに駐輪場が整備されていくと、駅利用者が車を使わずに利
用できると思います。8面のあつぎ飯山桜まつりの記事を見て、もう春が近いことを感じました。ページのデ
ザインもきれいで良かったです。
40 調査結果はもう少し掘り下げてほしいです。
41 3面の公共施設予約システムが良く分かりませんでした。
42 公共施設予約システムは使わない人も多いのではないか。
43 3面の新しい公共施設予約システムが便利になったことが分かりました。
44 公共施設予約システムの登録場所をもう少し増やしてほしいと思いました。
45 公共施設予約システムが新しくなって、ますます使いやすくなることを期待します。
46 公共施設予約システムが変わるというので、必要な手続が分かり参考になりました。
47 公共施設予約システムが新しくなるということで、市民が利用しやすく便利になると思います。
48 今後の動向が気になる内容が多かったです。その後の進捗状況も何かのタイミングで掲載していただけた
ら、市への関心も高まっていくのではないかと思います。
49 公共施設予約システムの登録が、インターネットで仮登録したあと、窓口まで行かなくてはいけないのは手
間が掛かり過ぎます。インターネットで全て済むようにしてもらいたい。
50 新しい公共施設予約システムの利用方法が分かりにくかったです。アプリのインストールが必要なのでしょ
うか。マイタウンクラブのようにWEB上で利用できる方がうれしいです。
51 民話のことや複合施設の内容が気になりました。
52 民話でたどる厚木市の歴史の企画は興味深く楽しかったです。
53 厚木市の昔の様子は、子どもと一緒に読もうと思っています。
54 民話の中に厚木市の地名が出てくるということは少し不思議な感覚になりました。
55 4・5面の民話でたどる厚木市の歴史は、先人の歴史を知る上でも大変参考になった。
56 厚木市の歴史のページは私には難しく感じて、読もうという気にならず読みませんでした。

57 ズームアップや民話でたどる厚木市の歴史の話など、内容が盛りだくさんで読みやすかったです。
58 民話でたどる厚木市の歴史が面白かったです。昔があって今があると、当然のことだが改めて感じました。
59 厚木市の民話は厚木市に住んでいても全然知らなかったので、あつぎ郷土博物館で講演などを開催して、
広く伝えてほしい。
60 民話でたどる厚木市の歴史のページはとても良いと思います。昔を知ることで、厚木市に対する愛着も湧き
ますし、散策をしてみようかという気持ちになります。
61 最近の広報紙は見たことがある話が多く興味が持てない。何年間か通して見てみると、毎年、同じ記事の
繰り返しが広報の記事になっている。一つの事例として、5面の古民家岸邸の記事は毎年、「古民家岸邸の
雛まつり」、「古民家岸邸の端午の節句」、「古民家岸邸の七夕」、「古民家岸邸で十五夜」、「あつぎ古民家
岸邸で十三夜」等々、何年も同じ内容の繰り返しで興味が持てない。厚木市には古民家岸邸以外にも、もっ
ともっと魅力的なところが沢山あるので、古民家岸邸ばかりではなく、他の場所の発掘をしてほしい。もっと
市民にとって必要な情報を掲載してほしい。市民が何を望んでいるのかを、きめ細かく情報収集して、仕事
をしていただきたい。そうすれば、もっと充実した記事が掲載できるのではないか。
62 6面に掲載されている「子育てしながら働きやすい都市」全国9位、県内1位となっていますが、実際のところ
実感がありません。
63 ニュージーランドサッカー協会と事前キャンプの基本合意を締結しとのことで、日本の文化をたくさん紹介し
てもらえると良いと思いました。
64 厚木市が「子育てしながら働きやすい都市」として、県内では3年連続1位となったことはすばらしいと思いま
した。これからも、多くの人が住みたいと思える街づくりに期待しています。
65 厚木市が「子育てしながら働きやすい都市」全国9位（県内では1位）とのことで、大変喜ばしいことだと思い
ました。これからも若い子育て世代が住みやすい都市となるよう頑張ってください。期待しています。
66 あつトピは、ニュース内容の全てが市の話題だったので、いろいろな話題を掲載した方が良いのではない
かと思いました。あつぎこどもの森のイベント予定も取り上げてほしいです。市民の利用率が低いと言われ
る前に、広報紙で宣伝してはいかがでしょうか。例えば、１2月8日ミニ門松づくり、2月9日餅つき大会、森の
自然観察など。他の施設も含めて定期的に掲載してはいかがでしょうか。
67 近隣市に住んでいる娘が、厚木市に住んでいる友達の話を聞くと、厚木市に住めば良かったと思うことが多
いと良く言っています。支援がしっかりしていて、本当に子育てがしやすい街なのだと思います。しかし、高
齢者の私からすると、あまり当てはまらないことが多いです。私は、憩いの家で、パソコンクラブを主催、他
の3つの団体に所属していますが、市や自治会からの援助金の使い道は、高齢者が今後ますます増えてい
くので、しっかり見直す時期にきていると思います。
68 あつぎ飯山桜まつりに行くのが楽しみです。
69 あつぎ飯山桜まつりに出掛けようと思いました。
70 あつぎ飯山桜まつりの記事で春の兆しを感じた。
71 春めいた雰囲気の色合いで優しい感じがして良かったです。
72 カワアイサというカモを初めて知りました。特徴的な頭飾りがかわいらしいですね。
73 あつぎ飯山桜まつりのお知らせを見ると、毎年春の季節を感じます。桜色の紙面がとても良いです。
74 今回は本厚木駅南口の再開発状況や市民意識調査の結果、あつぎ飯山桜まつりの募集など、春らしい話
題もあり良かったです。
75 あつぎ飯山桜まつりについて、詳しく知りません。参加者募集ではなく、まつり自体のページを割いて紹介し
てはいかがでしょうか。
76 昨年行ったあつぎ飯山桜まつりのダンスコンテストや飯山花音頭を見て楽しかったので、今年は女性しか参
加できない神輿を見てみたいです。
77 特になし。（9人）

広報あつぎ1320号（２月１日号）インターネットモニターアンケート結果
Ｑ 「あつぎ元気Wave２月第1回（2月１日から15日まで）」について、感想、意見をお聴かせください。
1 役立つ情報が多かった。
2 こちらも読み応えのある記事ばかりでした。
3 「今と昔が重なるところ」が興味深かったです。
4 厚木市の歴史を知ることができた。
5 厚木市の歴史を学ぶ機会がないので、勉強になりました。
6 厚木市の歴史を少し知ることができて、勉強になりました。
7 「厚木の歴史をひもとく」の特集は、郷土を知る上で参考になった。
8 あつぎ郷土博物館の方の解説が良かったです、「さるげいと」が面白い。
9 相模人形芝居や郷土芸能学校のことを知ることができて良かったです。
10 厚木市はかなり古くから交通の要衝としても栄えていたことが分かりました。
11 厚木市の歴史が分かり、とても楽しめました。知らないことばかりで驚きです。
12 矢倉沢往還など見過ごしていた、厚木市の歴史を知ることができて興味が湧きました。
13 「今と昔が重なるところ」は、知らなかったところを紹介していて興味深く観ました。
14 厚木市の歴史は面白いが、時間が長すぎる。もっと簡潔に紹介してほしい。
15 新しくなってから、あつぎ郷土博物館に行ったことがないので、行きたくなりました。
16 「さるげいと」がずっと何なのか気になっていたので、今回なんとなく分かって良かったです。
17 「今と昔が重なるところ」の動画をみて、地名の由来等を意識して散歩してみようと思いました。
18 「今と昔が重なるところ」は、ブラタモリみたいで面白かったです。シリーズ化を期待しています。
19 「今と昔が重なるところ」では、現在の街を歩きながら、昔の話を紹介されていて興味深かったです。
20 短い時間でまとめられているが、郷土史に興味のある方には面白いテーマを取り上げていたと思います。
21 「今と昔が重なるところ」は、番組を見ながら、見たことがある場所が紹介されていて楽しかったです。
22 普段何気なく通っている道にも歴史があることに興味を持った。あつぎ郷土博物館に行ってみたくなった。
23 昔の街の様子など知らないことがあった。また、昔懐かしい商店街の活気が復活したらうれしいなと思った。
24 厚木の昔を知ることができて、参考になりました。一度、あつぎ郷土博物館に足を運んでみようと思いまし
た。
25 厚木の古い地名「さるげいと」のような珍しい名前の場所を散策したいので、地図を公開してほしいと思いま
す。
26 「さるげいと」の地名の由来が興味深かった。シリーズ化して他の地名の由来の紹介をしてほしいと思いま
した。
27 郷土芸能学校の存在を初めて知った。若い方が参加されているようで、市の取組に成果があるのではない
だろうか。
28 厚木市には歴史を感じるところがいろいろあり、興味深いと思った。今と昔を比べて散歩することは、面白そ
うだと思います。
29 「今と昔が重なるところ」が興味深かったです。普段何気なく通って目にしているものの歴史を知ると、今ま
でとは違った印象が出ます。

30 ずっと不思議に思いながら、毎日のように通っていた「さるげいと」の謎が解けてうれしいです。日光の三猿
にも通じる深い解説が良かったです。
31 「今と昔が重なるところ」では、映像に石碑の簡単な地図も表示してほしかったです。アユ施設のテロップ文
字で、「味」を「味じ」とする間違い文字がありました。
32 時々見かける石碑ですが、誰かがその地名を残そうと建ててくれているのですね。以前から、石碑は見てい
ましたが、不思議な名前もありますよね。
33 近所の史跡は目にする機会もあり分かるが、市内の他の場所ではあまり周りを見ていないということに気付
かされ、市の史跡を良く見てみようと感じました。
34 大山や相模川の存在抜きでは、厚木市を語れないことが分かりました。面白い厚木市の地名や史跡に、興
味が湧きました。あつぎ飯山桜まつりも楽しみです。
35 住んでいる地域のみちしるべがなぜ違う地区の名前なのだろうと思っていたので、今と昔の違う地名だと
知ったので、散策の時にいろいろな地域のみちしるべを見たいと思いました。
36 「今と昔が重なるところ」や「あつぎ飯山桜まつりイベント参加者募集」など、紙面でも見ましたが、動画なら
ではの視覚的に伝えるところがあり、とても分かりやすかったと思います。
37 市内にもブラタモリのような歴史を感じさせる地名や古い施設が残っていることに驚きましたが、厚木市の
懐の深さをまた知ることができて良かったです。リポーターや解説の方の説明も聞きやすく、分かりやす
かったです。
38 「さるやと」のことを初めて知ることができたのは良かった。ただし、紙媒体の広報と連携が取れていなかっ
たのは残念です。広報紙で紹介した場所は文字数に限りがあるので、代表的な所を映像でも紹介したら良
かったのでは。
39 厚木市に渡しの碑があることを初めて知りました。厚木市に長く住んでいますが、江戸時代には大山参詣を
する旅人でにぎわっていたのかとその情景を思い浮かべると、新たな感慨に浸ることができました。厚木市
が交通の要衝であるのは、昔からの歴史があるからなのですね。
40 あつぎ郷土博物館関連の石碑の解説であったが、市ホームページ厚木博士の石碑の内容と一致していな
い。たとえば、市ホームページ厚木博士の石碑の解説では、今回紹介した「さるげいと」のほか「船喜田神
社」「座頭ころがし」「天王神社跡」などの石碑があるにもかかわらず、紹介されていない。各部横断的な情
報共有を図って厚木博士の内容を充実させてほしい。
41 「今と昔が重なるところ」では、風土、歴史が垣間見え、歴史好きの私にとっては大変興味深く見させていた
だきました。今後もいろいろな場所等を紹介してほしいです。 「あつぎ飯山桜まつり参加者募集」は、やはり
動画で見たので雰囲気が良く分かりました。今年は家族そろって行きたいと思います。 「厚木アユ中間育成
施設が完成」では、アユの育成が盛んなことが良く理解できました。アユ釣りにも興味が湧きました。
42 日枝神社の御使いが猿なのと、見猿聞か猿言わ猿がいることを初めて知りました。アユの施設も大きくなっ
てすごいですね。今年の夏は、アユの値段も安くなるのでしょうか。リポーターの試食も、もう少しおいしそう
に食べていただきたい。口に含んで急いで飲み込んで用意してあった感想を言う、といった感じだとおいし
そうではないので、宮川大輔さんを参考にしていただいて、もう少し普段の食事っぽくおいしそうに食べてほ
しいです。
43 活気があって元気になる。
44 あつぎ飯山桜まつりの音頭を実際に見てみたい。
45 あつぎ飯山桜まつりが近づいてきた。桜を見て春を感じたい。
46 あつぎ飯山桜まつりを毎年楽しみにしています。盛り上がると良いですね。
47 あつぎ飯山桜まつりの情報を見ると、いよいよ春が近づいたなと感じます。
48 あつぎ飯山まつりは、毎年見に行っています。今年もいろいろなイベントを楽しみにしています。
49 あつぎ飯山桜まつりもダンスコンテストまでやると若者向けのイベントになってしまった感じですね。
50 あつぎ飯山桜まつりにしばらく行っていないので、今年は花粉に負けなければ、行きたいなと思いました。

51 あつぎ飯山桜まつりの記事は、こんなに大きく取り上げなくても良いのでは。何か紙面がもったいなく感じま
した。
52 あつぎ飯山桜まつりは、昨年も見に行きました。今年は夜桜を見に行こうと思います。飯山の桜は雰囲気も
良くて癒されます。
53 今年もあつぎ飯山桜まつりを楽しみにしています。必ず見に行きます。祭りを支えている地域の方々をはじ
めとする関係者の皆さんに感謝です。
54 アユ中間育成施設の紹介が良かった。
55 アユの中間育成施設が完成し、今後に期待しています。
56 アユが今後の観光を盛り上げてくれることに期待します。
57 アユ中間育成施設の完成により、厚木産のブランド向上に努めてほしいです。
58 アユ中間育成施設など出掛けるのは大変だが、見れないものが手軽に見れて良い。
59 厚木市といえばアユと思っていたが、きちんと品質管理されているということですばらしいと思った。
60 アユ中間育成施設は、施設が古い時に活けアユを買ったことがあったが、新しくなったのでまた行って買い
たい。
61 飯山の桜やアユを紙面に取り上げる機会に、近くの温泉旅館やアユ料理が食べられる店も紹介してほし
かったです。
62 厚木市の名産品でもあるアユの中間育成施設ができたことで、より多くのアユが厚木市の河川で育ってくれ
るとうれしいです。
63 アユ中間育成施設という施設が厚木市にあること自体知らなかったので驚きました。加工品を売っているこ
とも知ったので、是非訪れたいです。
64 アユ中間育成施設では、稚魚の育成だけではなく、アユを買ったり食べたりすることもできることが分かりま
した。機会があったら、行ってみたいです。
65 アユ中間育成施設が完成では、新しい水槽が完成し、これからアユを安定供給できるとのことで、楽しみで
す。また、施設では、アユの加工品を購入できることを知りました。訪問してみようと思います。
66 今回の内容では、アユ育成の事業が60年前から行われていることを初めて知り、歴史を感じて面白かった
です。しかし、残念なことは、番組の再生回数が少ないことです。（視聴時点の2月4日現在で、再生回数60
回程度）。以前から疑問に思っていましたが、「あつぎ元気Wave」は、なぜ「広報あつぎ」の掲載ホームペー
ジにリンクがないのか。内容面でも連携が悪く、せっかくの取組が活かされていないのではないか。例え
ば、「おうちで給食レシピ」について、なぜ作り方を動画にして見せようとしないのか。連携の悪さが再生回
数の低さにつながっている（過去の番組も再生回数200回いかない程度である）。また、検索のキーワードだ
けでなく、QRコードを載せるなどをすれば良いのではないか。内容は面白いだけに残念である。
67 特になし。（19人）

広報あつぎ1320号（2月1日号）インターネットモニターアンケート結果
Ｑ 「あつぎ元気Wave1月第2回（1月16日から31日まで）」について、感想、意見をお聴かせください。
1 リポーターも答える方も聞き取りやすく良かったです。
2 リポーターは大変落ち着いて、上手に聞き役となるような質問をしていましたが、答える方々は不慣れなせ
いか、わずらわしい言葉遣いが聞かれ、ちょっと聞きにくい点が残念でした。
3 人形浄瑠璃の継承を頑張ってほしいと思いました。
4 歴史あることは、伝えて引き継いでいけると良い。
5 相模人形芝居の技を見て実物を見たいと思いました。
6 郷土芸能学校は文化として子どもにも広められたら良いと思う。
7 相模人形芝居のことを初めて知って、とても興味を持ちました。
8 郷土芸能学校に若者もどんどん参加して、盛り立ててほしいと思います。
9 相模人形芝居をなかなか見る機会がないので、こうやって動画で見せてもらえるのはとてもありがたいと思
います。
10 厚木市に住んでいるからにはと、子どもがまだ小さいときに相模人形芝居を見に行った。若い世代にもどん
どん繋いでもらいたい。
11 厚木市を代表する郷土芸能を番組として見れることは、とても良いことだと思います。伝統芸能を知るため
の学校があることも知りました。
12 「郷土芸能学校」の相模人形芝居を大変興味深く視聴しました。苦労も多いと思いますが、活躍の場を見る
機会があれば是非見に行きたいです。「旬のイチゴを召し上がれ」は、この時期おいしいイチゴが食ベられ
るのがうれしいです。市内には、イチゴ園もたくさんあってイチゴ狩りに行きたいと思います。沢山の種類が
あることも初めて知りました。食べ比べてみたいです。おいしいイチゴの見分け方も良く分かり大変参考にな
りました。
13 厚木市は古くから賑わっていたが、他の町に比べて武将等の逸話が少ないので、例えば、小田原の「北条
祭り」や伊勢原の「道灌祭り」のようなイベントが難しい。しかし、人形芝居なら神奈川の歴史や相模の国の
出来事を題材に表現できるので、郷土に伝わっているものは大事に残しつつ、相模での出来事を取材して
脚本にすれば、若者が取り組めるイベントにできると思う。私は秦野市に住んでいたとき、長老の話を聞き
集めて、紙芝居を作った。例えば、厚木市は、「道標」があり、厚木高校の近くの「尼の泣き坂」はすぐ紙芝
居や人形芝居にできると思います。
14 イチゴ狩りに行きたくなりました。
15 イチゴの食べ比べ、おいしそうで良いですね。
16 厚木市産のイチゴのおいしそうな様子が伝わってきました。
17 イチゴ狩りのナレーションは 声に張りがありすばらしかった。
18 「旬のイチゴを召し上がれ」では、厚木市にもイチゴ狩りができるところがあることを初めて知りました。
19 厚木市にはいくつかのイチゴ狩りができる場所がありますが、まだ一度も行ったことがないので、足を運ん
でみたいと思いました。
20 この時期になるとイチゴ狩りの特集を見ますが、厚木市内のイチゴ狩りにまだ行ったことがないので、是非
行ってみたいと思います。
21 特になし。（5人）

