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区政モニターアンケート（第１回） 

 

結  果 

 

 

 

調査内容 広報 

 

調査期間 令和３年５月６日から５月２０日 

 

調査対象 区政モニター（100名） 

 

回 答 数 95（回収率 95%） 

 

 

 

※各設問でお寄せいただきました意見などの記述は、ほぼ原文のまま掲載させていただ

いているため、体裁は統一しておりません。また、回答比率は、小数点第一位を四捨五

入しているため、合計が 100%にならない場合があります。ご了承ください。 

 

 

 

令和３年６月１５日 

千代田区政策経営部広報広聴課



千代田区政モニターの内訳（令和３年５月現在）第１回アンケート 

 

（）内は今回アンケートの回答者数 

 

年 齢 別 の 内 訳 

10 歳代 4名 （4名） 

20 歳代 4名 （4名） 

30 歳代 34名 （32名） 

40 歳代 23名 （23名） 

50 歳代 17名 （16名） 

60 歳代 8名 （7名） 

70 歳代 9名 （8名） 

80 歳代 1名 （1名） 

合 計 100名 （95名） 

 

 

在住・在勤・在学の内訳 

在 住 83名 （80名） 

在 勤 16名 （14名） 

在 学 1名 （1名） 

合 計 100名 （95名） 
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Ｑ１ 家で新聞を購読していますか（電子版を除く）。 

 

項  目 回答数 割合 

はい 36 38% 

いいえ 59 62% 
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Ｑ１ 家で新聞を購読していますか（電子版を除く）。
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Ｑ２（Ｑ１で「いいえ」とお答えの方に）広報紙の配布を希望しますか。 

 

項  目 回答数 割合 

はい 48 81% 

いいえ 11 19% 
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Ｑ２（Ｑ１で「いいえ」とお答えの方に）広報紙の配布を希望しますか。
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Ｑ２－②（Ｑ２で「いいえ」とお答えの方に）その理由をお聞かせください。 

 

 ゴミを出したくない②感染症対策 などの理由から、インターネットで情報を得たい

ため。 

 Web で見ているため 

 ・電子版カタログポケットにて閲覧出来る為、紙資源削減の為 

・住んでいるマンションの前が麹町出張所なのでそこで手に入れている為。 

 郵便物をこれ以上増やしたくないので。また、重要な情報はオンラインにしていただけ

る方が助かります。 

 郵送代や紙資源がもったいない。紙面を PDF化するか HTMLメールで配信することも合

わせて考えていただきたい。 

 スマホのアプリマチイロを入れていて、更新された際には連絡は入り、最新の広報千代

田がすぐに読めるので 

 紙資源の削減に努めるべきだと思います。今はネットで見られるので大半はそれでよ

いかと思います。希望者にのみ配布で良いのではないでしょうか。極力印刷代などかか

るコストを抑えて、社会福祉へ振り向けた方がいと思います。 

 市役所の HPで見れるので問題ないです。 

 スマホ・タブレット用のアプリを使って閲覧しているため。 

 私自身は千代田区外に住んでいることから。職場が神田にあるため、区政にも興味があ

ります。同様の考え方を持っておられる方のため、事務所への配布を強化されるのがい

いと思います。 
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Ｑ３ 広報紙の配布方法を新聞折り込みからポスティングに変更することにつ

いてご意見をお聞かせください。 

 

項  目 回答数 割合 

ポスティングへの変更がよい 83 87% 

新聞折り込みがよい 1 1% 

どちらも必要ない 4 4% 

その他 7 8% 
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Ｑ３ 広報紙の配布方法を新聞折り込みからポスティングに変更すること

についてご意見をお聞かせください。
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Ｑ３－② （Ｑ３で「どちらも必要ない」「その他」とお答えの方に）その理由

をお聞かせください。 

 

 ゴミを出したくない②感染症対策 などの理由から、インターネットで情報を得たい

ため。 

 Web で閲覧できるため。ポストに余計な紙媒体を入れてほしくない。紙媒体はほしい

人が手に取れるところにおいておけばいいと思う。 

 ポスティングも賛成だが、回覧板で１枚ずつ必ず取らせる方法も良いかと思う。 

企業等回覧が回らない所へは、希望箇所だけ郵送するのが良いかと思う。 

配る側も配られる側も無駄がない事が大切だ。 

区民は、広報を読む事で町の取組みなどが分かるので、身近に置いて読む週間を付け

た方が、独居老人は、特に情報が得られて良いと感じている。 

 まず、新聞折込みよりはポスティングの方が、よりたくさんのご家庭に確実に情報を

届けることができ、区政についての広報という観点から考えると、公平性があって良

いとは思います。 

ただ、これからの時代を考えると、なるべく紙媒体の物は減らし、これを機にオンラ

イン化を進めるのも良いと考えます。具体的には、各家庭がポスティング希望かオン

ライン希望かを選択できるようにすると一番良いのではないかと思います。 

また、オンラインにする場合は、事前に欲しい情報を選べるようにすると（例えば、

高齢者向けの情報、子育て世代向けの情報等、事前に受け取りたい情報の種類にチェ

ックマークを付けられるようにする）、必要な情報が確実に区民の皆様に届くのでは

ないかと思います（情報量が多く、自分に関係のない情報もたくさん含まれていると

なると、読むこと自体を諦めてしまい、結果的に重要な情報を見落とすことに繋がり

かねないため）。 

 ポスティングに変更しても良いが、PDFや HTMLメールなど、インターネットを活用し

た新たな情報伝達も合わせて検討していただきたい。ホームページは能動的に情報を

捉えに行く手段であり、広報紙は受動的に情報を得る手段であるので、別物として考

えている。 

 上記で記載しましたように、印刷代、紙資源の削減という観点からなるべくデジタル

化を行うことが今後の社会に良いことだろうと思います。 

 基本的には、ポスティングが良いと思います。但し、大規模マンションなどにおいて

は管理組合や管理会社のご協力を得て、広報紙の設置場所があれば経費削減につなが

るのではないでしょうか。初期の手間や人件費、設置に伴うランニングコストを勘案

した結果、「ポスティングへの変更がよい」と「新聞折り込みがよい」になった場合

は、ポスティングの方が良いと思います。 



6 

 

 紙媒体での配布は目にとまりやすいが、興味のない方は開くことなく捨てるので、全

世帯へ配布することが好ましいのかは疑問。また、紙は資源消費にもなるので、おさ

えていくべき。 

電子化し、公開した時点で興味のある方へはお知らせする（プッシュもしくはメール

など）方法が好ましく感じる。電子化にあたっては。現在の PDF化したものを掲載し

ておくのでは正直携帯ユーザーは画面が小さくて見えないので、改善案を考える。 

ポスティングなどにあてる費用を掲載方法の改善にあてるのが良いと思います。ＬＩ

ＮＥニュースなどの見え方なら興味ある記事にすぐアクセスできる。紙はあくまで希

望者のみで良いと思います。 

 新聞も千代田区広報もタブレット用アプリで閲覧しているため不要と考えたためで

す。 

また、 

・近い将来、老眼を患っても画面のズーム機能で小さい字も読める 

・紙印刷のコストを削減できる 

・家庭内ゴミを削減できる 

といったメリットを考えてもデジタル媒体を優先したいと考えています。 

 私はボランティアの一環で千代田区でポスティングをすることがあったのですが、多

くのマンションやアパートの管理人さんにお控えくださいと注意されました。また、

最近ではあまりポストを見る習慣がついていないのか、郵送物がたまっている世帯が

多かった印象があります。なので、希望する人のみに配布をし、インターネットで気

軽に見れる仕組みを作ったほうがいいのかなと思いました。 

 基本的には全世帯（全区民）に届けるべきかと考えますが、その方法がポスティング

が最良なのかどうかまでの判断はできませんでしたので、その他にさせて頂きまし

た。 

ポスティングに変更して上がった経費を長い年月負担を続けることを考えたら、電子

的な方法なども検討できるのではないでしょうか。 

紙面を作るのは配達料だけでなく紙代印刷代が掛かってくることですので、そこまで

含めて一長一短あるでしょうから、比較検討に値するのではと思いました。 

また、参考データが一部だけの記載だったため全体像を把握するのに手間と時間が掛

かりました。正しいかどうかはわかりませんが、ポスティングに変更すると、約２４

万円の経費アップになるかと思います。 

これが、大した金額ではないのかどうかの判断も、ほかの経費を知らないのでわかり

ませんが、約五割増しという金額は上がり方としては急だと思うので、しっかりした

検討と理由付けが必要なのではと考えます。 

それと、金額だけじゃなく配布先が変更される点も見逃せないことだと思います。 

現状は確かに、一般家庭の割合が少ないために、無駄が多く単価が上がってしまう、
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という見方もできるとは思いますが、一般家庭以外は本当に無駄なのでしょうか？ 

おそらく千代田区内の事業者さんなのではと思いますが、区民じゃないかもしれませ

んが、広報の中には在勤の方向けの案内もあるでしょうし、事業所によっては来客ス

ペースに置いてくれて、行き届いていない区民の方の目に触れることにつながる可能

性もあります。（実際にうちはいつもお客様スペースに置いています） 

完全な無駄ではないし、逆にそこが一切なくなっても良いのか？ それも気になると

ころです。 

 

そのようにぱっと考えただけでも色々あるのに、それぞれに対しての区の見解やデー

タがないため、自分なりの判断もできかねます。 

逆に、意外と極端な数字になってる単価のみを見せることで、安易にポスティングを

選択させようと誘導されているのではと勘ぐってしまいました。今はおそらく苦しい

現状の新聞配達店を切るために、区民の声だからなどと言い訳に使うためなのであれ

ば、真摯な気持ちでなった区政モニターですが幻滅してしまうなと…、そんな想像ま

でしてしまう Qでした。 
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Ｑ４ 希望するテーマをお選びください。（複数回答可） 

 

項  目 回答数 

めざせ！子育てしやすさ日本一 54 

みんなに教えたい、私の防災術 27 

がんばらない３R（リデュース、リユース、リサイクル） 38 

いつまでも元気でいてほし両親に～これからの健康キーワード「フレ

イル」～ 

22 

もっと褒められたい千代田のいいところ 45 

その他 33 

 

 

 

54

27

38

22

45

33

0

10

20

30

40

50

60

Ｑ４ 希望するテーマをお選びください。（複数回答可）
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■その他 

 

 千代田区の目指している姿を詳しくお伺いしたいです。 

 生涯学習やスポーツについて 

 女性に配慮する区政。 

 陛下の御膝元千代田区を第 2の歌舞伎町と呼ばせない治安の良い街づくり 

 都市計画マスタープラン改定について 

 自然豊かな千代田区に 

 千代田区の歴史、千代田区の名店や名所 

 文化芸術が日常に！教育をデザインする千代田  

 税金の使途ついて 

 区の全部の公園に関しての整備の仕方。余りにも多くの笹の葉がありその為に本来の

植栽が侵されて死につつある。 又蔦の被害も多々ある。 造園業者との契約を見直

すべき。 

 地域コミュニティの活性化のための施策 

 教育（特に中学～高校、大学受験）の充実について 

 商店街活性化と区民の暮らしやすい街づくり 

 健康増進のための運動施設について 

 立ち寄りやすい、買い物がしやすい、こんなに便利です千代田（そのためのロジステ

ィックの整備、地下鉄の全ての出口にエスカレーターを設置するなど） 

 区のコロナ対策 

 千代田区の教育について 

 千代田区に長く住む人も新しく住む人も、心地よく暮らせるまちづくり 

 次世代に残したい風景、景色。官民連携のまちづくり。 

 知ってみようやってみよう、千代田の伝統文化 

 クリーンウォークなどの街の美化 

 ペットとの生活、動物愛護。 

 「千代田区の子ども向け教育の質量をどのように向上させるか」「若手世代にとっ

て、千代田区を住みやすい街にするには何をすべきか」 

 区・区民双方にとってよりよい区政サービスに向けた「お役所仕事」の効率化 

 ご近所付き合や地域活動。災害時の公助までの 自助共助 をスムーズにするための日

ごろからのご近所付き合い 

 新事業体験の場 

 10 階にある本庁舎食堂のその後の計画はありますか 

 エンターテイメントを中心としたダイバーシティを目指す 

 高齢者、障害者福祉サービスに対する今後について 
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 法人との連携策 

 千代田区と 2025 年問題 

 ブレーンストーミングって何でしょう？ フレイルって何？ いちいち調べなきゃい

けないのは困るので、説明を添えて頂きたいです。区民としては、地域別の問題点

や、千代田区全体が住みよい街になるように、街全体の話が希望です。 

 神田まつり、古本、カレー、そば等日本でひとつしかないものにスポットをあてる。 
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Ｑ５ 会議などを区役所本庁舎以外で行うとした場合どのような場所がよいと

思いますか。 

 

項  目 回答数 割合 

屋外施設（公園、グラウンドなど） 7 7% 

屋内施設（万世橋区民館など新しくできた施設・大学

など） 

41 43% 

区と災害時の協定を結んでいる民間会社会議室など 8 9% 

Zoomなどの Web会議 32 34% 

その他 7 7% 

 

 
 

■その他 

 

 区役所のままでよい 

 各 地域の出張所（会議室）地域の方とのふれあいも兼ねて 

 「密」を避けられる場所であれば何処でも。 

 区役所本庁舎で良い 

 どこでもいいです。せっかくなので区民が普段入ることができないところが面白いと

思います。 

屋外施設（公園、

グラウンドなど）

7%

屋内施設（万世橋区

民館など新しくでき

た施設・大学など）

43%

区と災害時の協定

を結んでいる民間

会社会議室など

9%

ZoomなどのWeb会議

34%

その他

7%

Ｑ５ 会議などを区役所本庁舎以外で行うとした場合どのような場所がよ

いと思いますか。
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 九段生涯学習館など、駅近くで区役所からも近い場所 

 空きがある場合、オリンピック会場なども夢が語れて良いかもしれません。 
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Ｑ６ 区政モニターになる前に次の動画を見たことがありますか。 

 

項  目 はい 

赤ちゃんの抱っこ講座に突撃 2 

How to eat japanese SOBA 9 

縫わずに簡単！洗えるマスクの作り方 15 

スポーツ吹き矢に突撃 5 

「高齢者向け体操」座ったままでも」！ 4 

江戸の華！神田祭 30 

江戸三大祭「山王祭」から見る日枝神社 11 

文豪が愛した味を訪ねて（松栄亭・神田まつや・藪蕎麦・天麩羅はち

まき） 
20 

ご注文は神田カレーで 19 

ワクチン接種予約について 13 
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Ｑ６ 区政モニターになる前に次の動画を見たことがありますか。
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Ｑ７ 区で制作している動画（「わがまち千代田」「知るちよ」など）について教

えてください。 

 

項  目 回答数 割合 

よく見る 2 2% 

時々見る 21 22% 

ほとんど見ない 24 25% 

見たことがない 46 49% 

その他 2 2% 

 

 

 

■その他 

 動画があることをしらなかった 

 見たことがないうえに、存在することすら知らなかった。 
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Ｑ７ 区で制作している動画（「わがまち千代田」「知るちよ」など）に

ついて教えてください。
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Ｑ７－②（Ｑ７で「よく見る」「時々見る」とお答えの方に）それらをどこで見

ましたか。（複数回答可） 

 

項  目 回答数 

ケーブルテレビ（東京ケーブルネットワーク、あらぶんちょ） 9 

YouTube 14 

風ぐるま 6 

SNS（Twitter、Facebook など） 2 

その他 1 

 

 

 

■その他 

 

 区役所 
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Ｑ７－②（Ｑ７で「よく見る」「時々見る」とお答えの方に）それらをど

こで見ましたか。（複数回答可）
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Ｑ８ 区で制作したらよいと思う動画はありますか。 

 

 動画があることを知りませんでした。まず動画の周知をお願いします。また、制作す

る動画は PRのような内容より、区民生活に必要最低限の生活知識を周知する内容が

適切だと思います。遊びのような動画に税金が使われているのは、苛立ちを覚えま

す。必要最低限の生活知識とは、災害時の避難先、生活困窮者への支援活動の内容、

子育て世代への支援内容の周知、コロナ対応に関する連絡、コロナワクチン接種に関

することだと思います。 

 苦しんでる飲食・旅行業関係者を応援する動画を作っていただきたいです。千代田区

に店舗があって良かった！と思う動画を、ぜひ。。 

ただし、動画コンテンツは巷にあふれているため、「何を作るか」よりもむしろ「ど

う見てもらうか」に焦点を当てる必要があると感じました。 

例：TikTokやインスタグラムのリール機能で１分弱のハイライト動画を制作し、

youtubeへ誘導するような仕組みを作る。区で制作する動画ではなく、youtuberやタ

レントなど、すでに影響力のある方に PRしてもらう、もしくはコラボする。等 

 特になし 

 千代田区独自の教育活動。科学教育センターや鳥の巣箱作成など。また千代田区の緑

化計画？について、など。 

 歴史について、子育て支援について、高齢者のおしゃべりの場、健康体操 

・区長のメッセージ、所信表明など。 

・コロナ対応の取組み 

・小中学校、九段中高など千代田区ならではの取組み 

・ゴミ収集後の処分方法、リサイクルなど 

 毎週又は 1ヶ月毎に区のイベント情報などの知らせをする。 

読むのは面倒だが、聞くのは良いと感じるお年寄りの為に。 

配られたラジオからも、日にちと時間を決めて流すと、独居老人は、寂しくないと思

う。 

 区政、区役所に関わること。 

 防災についての動画 

 自然災害や大規模地震の発生が憂慮される中、区民一人一人の災害に対する意識を変

えないと助かる命も救えません。区としてどのように自分達の命を災害から守ること

が出来るか、子どもから大人までが学べるような動画を東京消防庁などと一緒に制作

できることを期待します。 

 拝見したことがないので、即答しかねますが、「災害時の備蓄品」「千代田区の歴史

的建造物」「通りの由来」... ... ... 。 

 区内の子どもたちが遊べる場所、公園の紹介 
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 千代田区には歴史的なスポットが多くありますので、ウオーキングなどに参考となる

散歩ルートの紹介があれば、楽しめると思います。 

 税制や補助金などについての情報を発信する動画。 

 〇コロナ渦で奮闘している千代田区事業者の紹介 

〇千代田区施設の紹介動画 

〇ステイホームに適するコンテンツ（体操や語学講座など）の提供 

 千代田区のテイクアウトグルメ、スポーツセンターや宿泊施設等の区が運営する施設

の紹介動画があれば嬉しいです。 

 動画を提供するターゲットを明確にしそれぞれのニーズにあった動画を作るとよいと

思います。また、動画の公開先もそれぞれのターゲットにあった名前などにするとよ

いと思います。 

例：「知るチヨ」⇒「知るチヨ ティーンズ」など 

・ 困っている事をどのようにしたら解決出来るか。区の何処に行って相談すれば良

いのかなどを分かりやすく説明する動画。 

例えば、高齢者家族の対応についてなど。 

 千代田区の名店（特に飲食）や隠れた名店 

千代田区の名所の紹介  

観光的要素と絡めて、区内の歴史探訪。ウォーキングコース紹介にも使える動画。 

 今回を機に YouTube登録させていただきました、ありがとうございます。しっかりと

作りこまれている動画がたくさんあり大変驚きました。そこで『過去動画の掘り起こ

しをする』と良いなぁと感じました。目的は、自分にとって有益な情報を与えてくれ

るチャンネルなんだと皆さんに認知していただくことです。 

 SNS 配信計画を元に、その時期に合う動画、テーマ別動画、ターゲット別動画、など

「今月のオススメ」風に定期的に特集をする。 

例） 

□意外にコレ知られてない！？千代田区の○○ 

   【千代田区の道路を図解！】https://www.youtube.com/watch?v=ND2JRu2vKlQ 

   【まちづくりの方針！都市マスが改定！】 

https://www.youtube.com/watch?v=Ivth7toJP00 

 

□OPEN 子育て！0-6歳児のパパママに役立つ情報マルっと集めました 

    知っトク千代田区【子育てファミリーのみなさん向け】 

   【手遊び動画シリーズ①】りんごのほっぺ ・おもしろめがね 

 

□ 必見！バズり動画 

   【赤ちゃんの抱っこの仕方は？抱っこ講座に突撃！】 
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   【418】文豪が愛した味を訪ねて （松栄亭・神田まつや・藪蕎麦・天麩羅は

ちまき） 

 

 本の売れ筋ランキングに入っているテーマを取り入れた動画 

②「チャンネル登録したい！」と思う動画 

現在の公式チャンネルで扱っている様々なテーマは、とても素敵だと思いますので、 

「出演者がいつもとにかく楽しそうなチャンネルだ！」と感じる動画を制作してほし

いです。 

 テーマを決めて、そのテーマに沿う千代田区の良いところを紹介する動画。 

 地域の行事など 

 COVID-19 ワクチン接種予約サイトの操作方法。 

 今まで興味を持っていなかった為に動画に注意を払った事がないのでこれからもっと

見たいと思う。 動画の増加を出来るならば、もっと皇居近辺等の観光地又は景勝地

としての宣伝になる物を作ってはどうでしょうか？ 

 地域に根ざした子育て関連の情報 

 先ほど区の YouTubeチャンネルを確認したが、再生数が 1000 以下の動画がほとんど

であり広報としての役割を果たしているように思えない。このため動画制作自体をや

め、その予算や人員をその他業務に割いたほうが良いと思う。 

 動画があることを全く知らなかったので、今までに何があるかわからないです。 

料理等興味があります。 

 千代田区内にある文化施設や歴史的建造物の紹介 

 子育てイベントの様子がわかるもの、保育園の中がわかる動画（コロナで保育園見学

が難しいため。３ヶ月待ちなどありました。） 

 区の飲食店のテイクアウト情報やサービス、飲食店以外のお店の情報、地元で暮らす

便利な情報。文化施設も充実しているので、その紹介。 

・ （交通）マナー向上、啓発系・教育系？（区の歴史など？） 

堅いものが多いイメージなので子どもも見て楽しめるようなもの等 

 今まで動画を視聴したことがないので、特に思いつかない。 

 区の観光地や飲食店を紹介する動画。 

御茶ノ水のカレー、喫茶店、古書、スポーツ用品店など、レトロな物と生活に役立つ

物を紹介し、この週末に出かけたくなるもの。 

 それぞれの地区の良いとことだけではなく課題を紹介する動画。 

区役所の仕事を具体的な例をあげて動画で紹介する。例えば区民から問題が提起され

た場合、それを職員の皆さんがどのように解決していくのかなどを紹介する動画。 

 千代田区の施設情報 

 特になし 
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 区政に参加しよう 

私達で、住みやすい千代田を作ろう 

ボランティアについて考える 

 コロナワクチン情報、子供（小学生）向け地域情報学習動画 

 区の魅力の紹介動画 

神田や神保町はグルメも豊富なので、まちあるき紹介動画はみてみたい。民間のご飯

屋さんを紹介するのは、難しいという意見もあるかもしれないが、あ、見てみたいと

クリックしてしまうと思う。また、LINE にアップしてもらうと嬉しい。 

 マスコミ等で伝えられていない名所旧跡巡り。あまり真面目なものではなく「水曜ど

うでしょう」のような雰囲気。水曜どうでしょうは北海道の魅力を伝えるために企画

されました。 

風ぐるまの停留所近くのお店やスポットの紹介。制作会社が作るのではなく、区民参

加で素人が紹介するのが面白いと思う。 

区内商店・中小企業の PR。 

図書館の司書が行う蔵書の PR。本の面白さを司書さんが語ってくれると面白いと思

う。 

区役所１階のパン屋さんの「今日のメニュー」。 

 良いと思う動画） 

・コロナ、ワクチン、オリンピックに対する動画。特にここ１年以上使えない北の丸

公園施設の工事の進捗状況などを簡単にまとめたニュース。 

・コロナになったらどうしたら良いか、具体的に、千代田区の保健所はどこで、どう

いう対応をしてくれるのか？ 

・コロナで隔離を行なってる場所や空室状況など。 

・千代田区の対策の実態を知りたい。 

 

区が制作した動画を見る機会が全くないので、区の施設や出張所、図書館や街頭に大

型テレビでも設置して流してほしい。たしか風車バスで短時間だけ見たことがある

が、音量０にしていたため＆字幕が多くて、内容がよくわからなかった。JRや地下鉄

電車社内のビデオ CMは見る気になるが、バスの動画は長くてしっかり字を追わない

と理解できない内容が多いので（〇〇さんにインタビューとか）見る気が失せてしま

う。 

 千代田区役所の紹介。具体的にどのようなお仕事をされているのか日常をレポートい

ただきたいです。 

 ワンポイント防災術、私もできる応急手当、等 

 各町会主催で開催されている納涼大会、縁日、防災訓練、歳末警戒、餅つき大会など

のイベント紹介、自分が住んでいる町会の町会員に対してキャラクター性が持てて愛
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着が湧くような動画、町会への入会ハードルを下げるような内容。 

神田祭礼準備など、神田祭が始まる前に盛り上げていく動画、各町会による神田祭礼

への参加のやりかたなど。 

 区内の飲食店を紹介する番組。区内の子供達のためのサービス（色々な NPO法人の紹

介など）を伝える番組。自粛中でも、感染対策しながら外出できる散歩コースの紹

介。 

 区内の公園の紹介動画があるとどんな遊具があるのか分かって行きやすいです。 

 区内の中小企業へ取材し、独特なサービス展開している企業を紹介し、日本の中心で

ある千代田区の中小企業の魅力を世界へアピールする。 

 そもそも動画をあまり見ないのですが、最新のニュースが映像であがると、活字を読

まない世代にも受け入れられるかなと思います。 

区長からの発信動画 

こんなことやっています、街がこうかわりました、常盤橋が復活しましたなど 

東京都だけのニュース番組はテレビでもありますので 

千代田区だけのニュース番組のような動画があれば全年齢興味を持って視聴いただけ

るのではないかと思います。 

 区のイベント紹介及び子育てに関する事 

 区内のグルメ情報・テイクアウト情報など 

コロナ禍で飲食店の数が減少していると聞きます。遠出できなくても歩いていて千代

田区民の楽しめるグルメやリフレッシュ方法など紹介していただけると千代田区に活

気が生まれるのではと思います。 

 今後、可能でしたら以下のような動画はいかがでしょうか？千代田区内の各国の大使

館と連携して、ビザに関する取得方法のご案内やイベントなどをお知らせするページ

（動画） 

 区で動画を作成していることすら知りませんでした。すみません。共働き世帯が多い

ので、動画を見る時間がないのでは、単身の方はＮetflixとかを見ているし、お年寄

りの方は Net で動画はどうなのでしょうか？国が DXを推進している関係上、区もい

ろいろな方面で画策しなければいけないことは分かりますが、長期的な視点から、本

当にそれが区の役割なのか、費用対効果の面も併せて再考することも必要かなと思い

ます。 

 今から準備するのであれば、１．例年寒い日が少なく、すぐ溶けてしまう「雪だる

ま」制作奮闘の様子を伝える。２．神保町古本屋街の貴重本紹介を通して、書籍の流

通を促進する。3．カレーだけではなく、老舗の中華店も多いので、ラーメンイベン

トを実施する。などが考えられます。 

 千代田区内の都市伝説番組 

・皇居には東京駅に繋がる地下通路があるなど 
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 今まであまり見たことがなかったので、改めて HPを見てみました。テーマは今のラ

インナップでいいと思います。歴史は改めて気づいたこともあって楽しみました。私

は LINE登録をしているのですが、あまり告知されていないので、見てもらう仕組み

に LINEでちょっと告知してはどうでしょう。 

今、コロナで在宅も多く運動不足でもあるのでフレイル予防、ストレス発散、ストレ

ッチ、クイズ、双方でやり取りできるものとかどうでしょうか。 

 マンションの防災委員をした時に、有事には最小単位の町会が頼りになる事を初めて

知りました。今回のコロナ禍のような「衛生非常時」にも活用すれば諸々がスムーズ

に進むと考えます。よって国→都→区→町会の防災体制が実際はどうなっているの

か、有事にどう機能するのか、シュミレーションも交えた動画を作成するとよいと思

います。 

②千代田区の目指す街づくりの担い手世代をターゲットにした、区内のサポートの具

体的内容を動画にすると、わかりやすく、千代田区の魅力アピールになると思いま

す。 （例：子育て世代を増やしたいなら子育てサポート、比較的裕福なリタイア世

代を増やしたいなら病院、スポーツ施設等健康に関するサポート、等） 

 観光動画は巷に沢山あるので、各種手続き系の案内動画の方が優先度高いのでは。 

 動画があるコト、知らなかったので 

これから見てみたいと思います。 

 千代田区民向けであれば区長や区議の方が区政をどう改善しようとしているのかのメ

ッセージをもっと頻度高く配信すると良いのではないでしょうか。千代田区公式チャ

ンネルの動画の一覧を拝見しましたが、誰に何をなんのために伝えようとしているの

かがよくわからないものもあったので、どういう方針で内容を決められているのかが

知りたいです。（千代田区民向けの情報発信、区でこんなことやってますという通

知？区外の方に千代田区に来てもらうための宣伝？）また、特に再生回数が少ないも

のについては、どのくらいのリソースをつぎ込んでいるのか？どのような効果が出て

いるのか？（そもそも把握しているのか？）は区民として気になります。私は動画が

あることを全く知らなかったので、転入手続きの時などに通知するなど、存在を知っ

てもらう活動も考えた方が良いと思います。 

 よくわからないです 

 行政らしくないポップなドラマ 

 今回初めて区の動画を拝見しましたが、いい動画をたくさん作ってくださっているの

ですね。 

●月の千代田を振り返る は面白かったです。予防接種の準備もこんなにしっかりと

やってくださっているとは知りませんでした。 

動画コンテンツを多様にしていくよりも、露出を増やしてみてくれる人がたくさん増

えると良いと思いました。 
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今回、周囲のママ友に区の YouTubeって知ってる？と聞いたところ、10人聞いて 10

人知りませんでした。せっかくなのにもったいないですね。 

一方で、千代田区の LINEを受け取っているママさんはわりといます。 

せっかく 6000人くらいのアクティブな人が見ているので、そこで「先月の千代田を

振り返る！の動画をアップしました！」と掲載するだけでアクセスはだいぶ増えるの

ではと思います。LINEであれば、属性別に出し分けることもできると思いますので、

余裕があれば子育て世代には子育て情報 などピンポイントだと嬉しいですが、まず

は一斉でも良いと思います。 

ご高齢の場合は別の方法が必要もしれませんが、中年・子育て・若い世代には、区の

LINEの登録者数をもっと伸ばすといろいろ活用の幅が広がるのではと思いました。 

その上で、新しい動画が欲しいとすると、子育て世代としては、この辺りがあると嬉

しいです。 

・千代田区の公園を巡る 

どんな遊具があるか、広さは、などこんな感じの動画版のイメージです。 

https://report.iko-yo.net/articles/12947 

 

・発達に課題がある子ども向けの支援施設の紹介、支援の方法など 

→さくらキッズや、通級指導、放課後デイなど。情報欲しいけどあまりわからないと

いう人が多いです。 

・子育て支援の広場を巡る 

・小学校、中学校紹介（管轄外かもしれませんが・・・） 

・区で主催した講演のアーカイブ 

・区の工事進捗状況（東郷公園の工事がどうなってるのか、関心高いです） 

 風ぐるまを利用する高齢者の方はかなりいますね。それで高齢者が元気になるような

動画が車内で流れますと皆さんに喜ばれるのではないかと思います。 

 大手町詳報。大規模ワクチン接種会場など、見ればわかる地下鉄出口を紹介。 

 YouTubeでたまたま見つけましたが、制作より発信の改善が必要と思います。存在を

知っているママ友は誰もいませんでした。 

何を目的ににつくるか→誰に向けて発信するのか→どういう発信方法がよいか→どの

ように布教してより多い目にふれるようにするのかを突き詰めて改善するところがな

いか見直すところが大切だと思います。 

住む上での安心感としては、災害時の避難時場所やルートを動画でリアルに撮ってい

ただいたり、配布予定の備蓄品などのご紹介があると、子持ちとしては安心です。 

区内の学校の登園ルートや、変な人がいた時に逃げ込める施設やお店を動画で用意し

ていただけたら、子どもにも話しやすいですしありがたいです。 

 町会活動の紹介動画 
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 区として、区民に伝えたいことをわかりやすく、面白く伝えればと思います。Q6の質

問に上がっているような動画を見ていないのは、そもそも私が必要としていない分野

のことなので、アンテナを張っていませんでした。おそらく区の動画拡散方針として

も私のような人はターゲッドでなかったと思います。 

 

例えば、区議会議員選挙の重要性や今回のポイント！などを若者世代に伝える動画な

どは興味あります。 

 地域の紹介動画（「昔はこうだった」と、昔の写真や地図を含めて、今と昔を比較し

ながら紹介する動画） 

 ・地域、勤務先でおすすめのランチスポット紹介動画 

・千代田区で急成長しているスタートアップ企業の特集 

・SNS拡散を狙ったアイデア勝負の「ちょっと笑える」動画（炎上のリスクヘッジは

十分に） 

・アニメ・漫画特集（アキバを文化遺産に） 

 ターゲットと目的が不明確なのでわからない。 

今まで見たことがなかったので、見てみます。 

 千代田区の意外な隠れスポット巡り→ このコロナ禍の状況でも一人で訪れてホッと

一息できる場所や、気分転換のできるスポットなどを紹介するビデオは今需要がある

のではないかと思います。 

 昨年度いくつかありましたが、子ども（幼児や小学生）と一緒に視聴できる動画があ

れば。 

 子育てや後期高齢者が安心して楽しめるウォーキングルートとそのルート上にある歴

史的なプチ情報。 

子育て世代や後期高齢者が抱えやすい問題と課題を相談する窓口の具体的な案内。 

 1.ワンコイングルメ 立ち食い蕎麦や餃子、ラーメンなど 1000円以下で食べれるラ

ンチ等 

2.古地図と現在を照らし合わせたお散歩動画 平将門の首塚や屋敷跡、歴史や事件の

起こった史跡を巡って由来や歴史を語る 

3.日比谷公園や和田倉噴水公園や他にも、無料でコーヒー片手にのんびり出来るよう

なスポット紹介をして欲しい 

4.神田やお茶の水辺りの昔ながらの喫茶店やカフェなど、チェーン店ではない美味し

いコーヒーを出してくれるお店の紹介 

5.美術館の案内、紹介 千代田区の歴史ある建物や建築を愛でるような案内紹介、ア

ド街のような動画だと見やすい 山田五郎みたいな人がいると楽しい 

6.高級ホテルでのランチや朝食、景観が素敵な所の案内 区外や都外から来た人を案

内してあげられるような場所 
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 個人的最近 SDGs に興味があります。資源のリサイクルはもちろん、リユースできる

機会が地域にあればいいなと思います。例えば、使わなくなった洋服やランドセル、

文房具、日持ちのする食品の寄付など。区で SDGsを見据えた取り組みがあれば、そ

れについて動画を制作してほしいです。 

 図書館のイベント 

 観光協会のほうの管轄かもしれませんが、長年通っていたにも関わらず、千代田区に

住んでみて初めて感じたのは「意外と観光地」だということでした。 

そのため、区内でも様々特色のある地域別の観光案内的な、散歩道や地域に根差した

グルメなども見てみたいです。 

海外や全国各地からのお客様だけでなく、区民にとっても、ちょっとお客様をお連れ

できる場所や、ちょっと足をのばして遠足気分になれるところを知れるのは嬉しいと

思います。 

どこに行けばどんな雰囲気なのか、その時の気分やお客様のお好みに合わせて、行く

地域を決められるくらいに区内のことを知れると嬉しいです。 

もちろん、区長の発表やメッセージが聞ける動画は最優先で、最も必要なものだと思

います。 

 動画の内容というよりは、デジタルサイネージ等で歩行時や、信号待ちの際に目に止

まる媒体を選択するべき。 
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Ｑ９ 区の公式ホームページをどれくらいの頻度でご覧になりますか。 

 

項  目 回答数 割合 

週に数回程度 6 6% 

数週間に数回程度 13 14% 

月に数回程度 32 34% 

ほとんど見ない 34 36% 

その他 10 10% 

 

 

 

■その他 

 

 今まで見たことがなかったです。モニターになりこんなに動画があることを知り、見

ようと思いました。 

 二、三月に一回 

 資料を取る以外のホームページを見た事がないのでこれからもっと気を付けて見る積

りです。 

 ホームページは見ませんが、区長の SNSはフォローしています。 

週に数回程度

6%

数週間に数回程度

14%

月に数回程度

34%

ほとんど見ない

36%

その他

10%

Ｑ９ 区の公式ホームページをどれくらいの頻度でご覧になりますか。
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 必要な時にキーワードで検索→必要なページのみダイレクトアクセス(topから見るこ

とはない) 

 年に数回。 

 必要な時のみ確認に行く程度 半年に１回ぐらい 

 保育園の入園や、学童の入所など、必要なタイミングで。 

 ラインのお知らせがきたときに見る 

何か調べる用事がある時にしか見ません。でもホームページはそれでよいと思います。 
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Ｑ１０ 広報についてご意見をお聞かせください。 

 

 千代田区の HPは、わかりやすいです。ただ、HPは見に行かないと情報が手に入らな

いため、郵便での広報活動も今後頑張っていただきたいです。 

 特に若者には、少し型破りな方法をとることが、広く知ってもらうために重要と考え

ます。 

Q8 にも書きましたが、千代田区に店舗があって良かった！と思ってもらえるようなコ

ンテンツを作成いただけますと幸いです。 

 千代田区のイベントやプレゼント応募などはよく見ます。また、千代田区で何が起き

ているかも広報だとまとまっていて見やすいです。 

 小学校や中学校の配布物一覧の中に広報紙を加えて頂きたいです。 また、スマホの

ゲーム課金や SNSの危険性がわかる映像を作成して学校の授業で見られるようにして

欲しいです。 

 毎月 とても楽しみに拝見させていただいております。 

コロナ禍で、さまざまなイベントが中止になりましたので残念です。 

今後 ポストに配布されるとのことですが、町会をもっと身近に感じてもらうため

に、町会単位で配布するのはいかがでしょうか？ 

 広報千代田について 

・見易さ、わかり易さ、内容の充実感など大変良いと思います。 

・区長、区議会の活動、区行政の取組みなどもあっても良いと思います。 

 広報は、知っていても、子供が学生を終えると、親は、学校に行かなくなるので、図

書館等、施設付近にも行かなくなるため、区報が遠ざかる。郵送にて受取れる事を最

近知ってまた、見る様になった。 

働く人が殆どだから、区報を通じて、我が町のことや、情報を知るには良いと感じて

いる。 

また、長年千代田区在住者が商売している店の紹介を毎回して、皆さんに知って貰

い、繁栄に繋げてあげたい。 

 若者世代にも区政など区についての情報を届けるべく、取り組むべきと考えます。 

 ネットに疎い年代です。たまにみる広報紙や近所の友人からの口コミでしか千代田区

のことを知ることができませんでした。このアンケートで動画の存在を知り、面白そ

うなので見ようと思いました。まずは、広報紙をもっと魅力的な（目を引くような）

紙面にして、その中で動画があることをもっとアピールしてくれたら、ネット疎い世

代にも気付いてもらえると思います。 

年に何度かは、区役所や出張所に行きます。手続きの待ち時間にはポスターなどみた

りします。 
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区役所や出張所にもっと目を引く広報アピールのポスターなど作ったらいいと思いま

す。 

 広報紙は東京都のどこの区でも又、市町村でも似通った情報提供の部分が多いと感じ

ますが、行政が市民や区民に対してお知らせする意味では、似たようなものになるの

は、仕方がないと感じます。インターネットの普及により紙の広報紙がどんどん削減

されていますが、高齢化社会において、パソコン等の ITを使用出来ないお年寄りも

沢山いるのも事実です。そのようなところの問題をどのように解決していくのか、千

代田区として問われているものと思います。 

 このご質問も漠然過ぎて？ 何の広報についてでしょうか？ 

「広報千代田」についてですか？... ... ... 申し訳ございません。一度は目を通し

ましたが、既に廃棄し手元にありませんが、以前より格段にデザインも良く、わかり

やすく、読みやすくなりました。 

「映像広報」... ... ... 申し訳ございません。今まで存じ上げなく、初めて知りま

した。 

 現在、ポスティングをお願いしており、そちらから広報をいただいて区の情報を得て

おります。5月 5号はワクチン接種開始のお知らせをいただき、ありがとうございま

した。接種会場や予診票のご案内もわかりやすくて良かったです。 

広報には以前、娘の写真を掲載していただいたことがあり身近に感じています。また

いつか、裏表紙の神田祭や区民大会が開催されることを願っております。 

 いつも楽しみにしています。千代田区は日本の中枢であり、日本全体を引っ張る場所

であってほしいと思います。 

 まず良い点としては紙面にて提供される広報紙の内容は充実していると思います。そ

れでいて、全体に軽く目を通すのが面倒ではなく読みやすかったです。また、区のホ

ームページは見やすく整理されていて、必要な情報へと簡単にジャンプできるように

作られていました。 

ただ、SNSを使用した広報にはまだ大きな伸びしろがあると考えます。 

公式の twitterアカウントに関しては、貼られている情報は良いのですが多少ツイー

トの頻度を上げてはいかがでしょうか。せっかく youtubeの千代田区公式アカウント

に質の高い動画があるのですから、twitterでも youtubeのリンクを貼ってみるのは

いかがでしょうか。youtubeの各動画は、いくつか数万回再生のものがあるものの、

数百回再生で止まっている動画が多いよう見受けられます。異なるプラットフォーム

上の良いコンテンツを結びつけることで双方を利するシナジーが期待できるのではな

いでしょうか。 

 千代田区のホームページにリンクがある twitterをそれぞれ確認してみました。 

すると、各アカウントにかなりの違いがあることが見受けられます。運営者が異なり

簡単なことではないかもしれませんが、横の連携があってもよいのではないかと思い
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ます。千代田区公式 twitterがフォローしている中で千代田区のホームページで「千

代田区および区の外郭団体、区立施設の指定管理者の公式 SNS 一覧」として紹介され

る twitterアカウントは 8つありますが、その中一部しか千代田区の公式アカウント

がフォローがしていないように見受けられました。何か深い事情があるのでしたら大

変恐縮ですが、関係あるアカウントの相互フォローをされてはいかがでしょうか。ま

た、よろしければ関連アカウントのツイートの中で重要なもののいいねやリツイート

をされたらいかがでしょうか。 

 最後に一つの疑問点ですが、千代田区外郭団体である千代田区社会福祉協議会の HP

で紹介されている twitterアカウントが「千代田区および区の外郭団体、区立施設の

指定管理者の公式 SNS一覧」に挙げられていないのはなぜでしょうか？ 

 〇媒体ごとの位置づけが分かりづらい。千代田区 LINEアカウントにもっともアクセ

スしているが，区のウェブサイトや広報紙に掲載されている情報対比で乏しく使いに

くい。具体的には，ワクチン接種予約サイトのリンクが貼られているのは良いと思う

が，地域の昔の写真や喫煙所マップがアイコンとして設けられている趣旨が理解しず

らい。 

〇英語など外国語の情報について，自動翻訳機能に依拠している点が気がかり。コス

トなどの面からすべてのページを翻訳依頼するのが難しいのは理解できるが，日本語

を解さない区民も想定されるもとで，新型コロナウイルス関連情報など生活や生命に

関する情報については英語版を設けるべきではないか。 

〇新型コロナウイルスの情報のほか，既存の区統計についても，PDFやエクセル形式

で断片的にアップロードされており，活用しにくい。ダッシュボードなど利便性を高

める工夫が，DX促進の観点からも求められているのではないか。 

 以前住んでいた区は、広報紙が地下鉄の駅構内に設置されていたり、ポスティングさ

れていたため、千代田区に転入後、区の広報紙をなかなか見かけず、ポスティングさ

れないことを不思議に思っていました。転入手続き時にいただける資料に、区のホー

ムページの案内や広報千代田についての案内があればいいなと思いました。千代田区

の LINEを登録しており、仕事の休憩時間に見ているのですが、広報千代田より発信

される情報量が少ないので、もっと増やしていただけると嬉しいです。 

 たまたま手に取った広報紙の記事で家に郵送いただけることを知りました。家のポス

トに届くようになってからは目を通すようになりましたので、ポスティングに変更す

るのは効果があることかと思います。広報紙は見やすいように配慮されていて内容も

丁度良い分量だと感じております。強いていうならば電話などの連絡先が多いので、

メールや HPでの申請や連絡がもっとできるとよいかと思います。 

一方で、区の公式 HPは残念ながらとても見にくいと思います。一例ですが、4月 5日

の広報紙 11ページに記載されている「千代田区耐震改修促進計画」の記事にて HPを

見てくださいとありますが、たどり着けた方は何人位いらっしゃったのでしょうか。
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トップページにリンクがなく、「まちづくり⇒住まい」でもなく「まちづくり⇒建

築」でもありませんでした。全体的に分類が多すぎる気がするので、上流はもう少し

絞るなど対策を行って頂いた方がよいかと思いました。 

・ 新聞を取っていないため郵送でお願いしています。毎回隅から隅まで読んでま

す。色々な情報が載っていて有難いです。 

 千代田区図書館に寄ったときに広報紙をよく読んでいます。新聞を購読していないた

め。もう少しページ数を増やして、生涯学習やオープンセミナーや地域サークルなど

も入れたらいいと思います。 

 区内各所にある町会の掲示板。現在猿楽町に事務所があるので、その道々の掲示板に

面白そうなポスターが掲示してあれば見入ってしまいます。少し前、平河町に通って

いた時も、通勤途上の掲示板に目が留まりました。 

また、一番初めの質問である、区報のポスティング投函化ですが、私は現在中野区に

居住しており、中野区の区報はポスティング配布です。配布についての全体像はわか

りませんが、知り合いの方が何がしかの謝礼をもらい、区から委託を受けて配布して

います。新聞購読世帯が減少している中、有効ではないかと思います。 

 私は昔から広報紙に目を通す習慣があるのですが、周りの意見を聞くとほとんどの人

が読まないと回答しました。仕事をしていても感じますが、年齢層が高くなればなる

ほど紙媒体にこだわります。区民講座などで参加年齢層が高くなる理由の１つに広報

紙を読み込んでいる世代であることも考えられると思います。 

ある時、２０代の知人夫婦が「広報紙読んだことないですよー、読む必要ありま

す？」と。私には衝撃的なコメントでしたが今のリアルですよね...... 紙を広げて

読む動作が面倒、その前にそもそも広報紙を読むなんて考えたこともない、サクサク

スマホで情報を見たい（私も情報整理としてその方が楽ではあります） 

そこで、「広報紙は有益な情報がたくさん集まっているのだよ、見ないあなたは機会

損失しているよ」と区民に意識づけるために台割りの見直しをしてみる。ニュースの

ターゲット層を分けて、QRコードを有効活用してはどうかな？と思います。（１）し

っかり情報を文字で伝えるニュース（イベント）と（２）サイトへ飛ばすニュース

（イベント）  

ふわっとした表現で恐縮ですが、まずは広報紙でネタを探して、そこからそれぞれ興

味のある web に飛んでいく一覧表のような立ち位置になると読者層が広がりそうなイ

メージがあります。  

以上になります、ありがとうございました。  

 一人ひとりが地域のことを大好きになれば、イベントは一層楽しく、困ったときには

みんなで助け合えると思います！ 

私たちが地域を知ったり好きになったりするきっかけを、継続して行ってくれている
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のが広報のかたがただと思います。千代田区のよいところをもっと知っていきたいの

で、これからもたくさん広報紙や動画で教えてください（^^ 

 区報について、知りたい情報が前面に出ており分かりやすかったです。 

 広報は「広報千代田」にしぼり予算を削減し、子育て支援にあてるほうが良い。 

 あいまい検索がわかりづらい。 

 紙の広報をもっと地下鉄等の駅に置けないのでしょうか？ 住んでいる人だけでなく

通勤する人に対しての注意喚起が必要なのでは？ それと同時にもっと SNS等の広報

が必要なのでは？ 紙の情報を読むと言う動作が特に若い人達には減少しているので

それに力を入れないと予算の無駄使いになる可能性が高いと思います。 

 広報紙・HP・SNS・出張所の掲示板など様々な世代や属性を考慮した媒体での情報発

信がなされており、ありがたく存じます。 

私個人としては、発信手段が充実されている一方で、そのすべてを小まめに見切れて

いないため情報を収集しきれていない感もあり、実際に本日アンケートに合った動画

たちの存在を知りませんでした。広報紙にしか載っていない情報や SNSでしか発信し

ていない情報があるのであれば、区民共通のポータルのような場で一元管理すること

も一つかなと感じました。（それが HPなのかもしれませんが・・・） 

余談ですが、私のまわりではあまり情報を得ていない（得ようとしない？）人々も多

い実感があります。発信媒体は充実していると思いますし、その気になれば住民側か

ら情報を得る手段はいくらでもあります。興味の度合いは各個人次第だと思います

が、一人でも多く区政や地域文化等に興味をもち参加をすることが今後のまちづくり

で何より大事ではないかと思います。まちづくりの主体はあくまで地域の人々です。

地域の個々人がより主体的にまちづくりに参加できるよう自分に何ができるか日々模

索しています。 

 私は図書館を利用する際に広報千代田を手に取り中身を確認するとこういう行政サー

ビスがあったのか！というか発見があるため、よくチェックしています。先日、ママ

友との会話で、体操教室あるよ！と広報紙片手に話すと、そんなのあるんだーという

反応でした。全住民に配るとコストもかかるので、電子版もあるとおもうこで、その

周知でも良いと思いました。 

 区の予算をどこにどれほど使用しているかを分かりやすく説明し、納税する必要性が

感じられるようにしてほしい。 

 まずは自分がもう少し興味を持ちたいと思います。 

 広報千代田（紙媒体）には毎回目を通しているが、その他の情報配信方法（Webや

SNS）についてはそこまで認知度が高くないように思う。 

せっかくなので色々な方法で、どの年代（年齢層）にも情報が届くよう、まだ工夫が

必要だと思う。 
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 共働き世帯は HPを見に行くことはしないと思いますが、紙の広報紙は入っていたら

読むと思います。また、私のように Twitterや Instagramやラインを使う人が多いと

思うので、そちらでの情報発信をしていくのが良いと思います。受動的に、かつ一瞬

で情報をみれないといけないというか、、、 

 千代田区観光協会のパンフレットが街歩きにとても参考になっていますが、それを広

報で映像化してほしいです。広報千代田の番組も千代田区のことがよくわかり楽しみ

な番組です。建築や文化施設、季節の見所の場所や行事や暮らしの情報を区民に教え

ていただきたいです。 

 あまり広報媒体に触れることがない SNSなどでの情報発信に力をいれてほしい 

（紙媒体はそのまま読まずにゴミ行きになったりと、資源の無駄＆ストレスになる可

能性があるため） 

 広報ちよだはさまざまな情報が載っているのでいつもくまなく見させて頂いてます。

これからも楽しみにしてます。 

 最近、千代田区のオフィシャルの LINEに登録しました。 

情報が逐一配信されて素晴らしいと思います 

 良いエリアだと思うが、周辺の中央区や港区と比べると住環境としての認知度が低

い。もっと住みやすさをアピールしても良いのではないか。 

 インターネットに慣れている世帯は、情報を紙媒体以外から収集することが可能です

が、そうではない場合、今回のワクチン摂取についても広報紙からの情報はとても助

かる方がいらっしゃると思います。区の広報紙は新聞の折込だったのですね。最近新

聞購読をやめたので、そういえば区報を見ていないなと思っていました。平時ではそ

れほど感じませんでしたが、ポスティングにして各世帯に届くようになさったほうが

良いのではと改めて思いました。 

「あれ、以前よりなんだか便利になっている」と思えるような機会が多くなることを

期待しています。 

 若い世代の方にもっと千代田区を知ってもらうようなイベントを行ったほうが良いと

思います。お年寄りが多いイメージがあります。千代田区には多くの企業があります

ので、タイアップしたイベントを実施しても良いと思います。 

千代田区には多くの著名人が在住していると思われますので、千代田区民と関わって

いただき、もっと千代田区を好きになれるようなイベントを実施してほしいです。 

 現在北の丸公園に田安門から入ることができないので、もし地震が起こった際に避難

はどうすればいいのか知りたい。 

 広報は、身近な情報が載っているので、良くよみます。 

 いつも様々な広報活動をありがとうございます。 

せっかく区側がいろいろ発信してくださっていても、現在のシステムでは肝心の情報

内容が必ずしも区民にうまく届いておらず、非常にもったいないと思っております。 
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現代社会では、区からの情報以外にも、企業からの DMやお知らせ、学校や職場から

の様々なメール等、多くの情報が溢れているため、一区民の立場からするとどうして

も区の広報紙に目を通すことの優先度は下がってしまいます。「自分にとって必要な

情報が含まれているかも…」と思いつつも、時間に余裕がないと読まずに放置してし

まうというのが残念ながら現状です。 

先のご質問でも回答させていただきました通り、広報紙もあらかじめ欲しい情報だけ

選択できてオンライン配信されると、より読みやすくて助かります（自分で選択した

項目に基づいて配信されたメールであれば、自分にとって必要な情報であることがす

ぐにわかり、実際に読むことに繋がるため）。 

ご検討いただければ幸いです。 

 広報千代田をポスティング制に変更することに賛成です。区の行事や決め事、自分に

関連する福祉や趣味サークル等の情報を目にすることで、千代田区の住民である意識

がより芽生えると思います。区政に興味が湧いてこそ、意見や提案が生じ、住民にと

って住みやすいまちづくりに繋がると思うので、よりアウトリーチ型の情報提供にシ

フトいただくことを期待します。私は紙の新聞を購読しているので広報千代田を読ん

でおりますが、見やすいレイアウトで情報を掴みやすいです。渋沢栄一や常盤橋復元

の記事など、千代田区ならではの情報もあり、おもしろく拝読しています。ただ、区

政に関わる方々の顔が見えにくいと感じます。自治体と住民の距離が遠いような、

「あちら」と「こちら」に隔てられているような感覚です。一方で最近、生産者の顔

の見える野菜や衣服、発電所の人の顔が見える電力会社など、仕事に携わる人たちの

ストーリーを目にする場面が多くあります。それによって親近感や関心度が高まり、

私の場合は消費活動に繋がっています。そこで広報千代田に対する提案として、千代

田区長だけでなく区政に関わる人達を紹介するコーナーを毎号設けてはどうでしょう

か。仕事内容や仕事に取り組む姿勢・想いなどを紹介いただくことで、区政が住民に

対して開かれる一助になるのではないかと考えます。 

あと、千代田区のホームページの区長挨拶のページに、ぜひ区長の写真を掲載してく

ださい。顔が見えた方が信頼関係を結びやすいのではないでしょうか？ 

 20 代、30代の若者世代が目にしやすいように、SNSをさらに活用するといいと思いま

す。 

 表紙とピックアップがすごくみやすいです。 

特にピックアップは画像メインなのでわかりやすいです。Instagramのような感じで

見れてちょうど良いと感じます。 

 これまであまり見ていなくて申し訳なく思います。魅力的な紙面だと思いますので、

ご担当者の方はこれからもがんばっていただきたいと思います。 

 毎回全ページ目を通しています。特に生活ホットラインは様々な募集があって興味深

いです。うちの子供が小さいなら活用できただろうけど、現在子供が小学生、中学生
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になったため、幼児のコーナーやシニアのコーナーなどが多く、自分（の世帯）向け

ではなくなってきたと感じています。またいろんなページに情報が飛んでいるので、

自分向けの情報を探すのが非常に大変な割り付けになっていると感じます。幼児とシ

ニアの情報が隣にあるのもなんか不自然だといつも思っています。（社会的弱者をま

とめた感じ？）。幼稚園児や小学生（低学年向け）のイベントもすぐに満席になって

しまい、断られることばかり。（図書館でのプラネタリウム体験とか電話しても満席

でした。） ニーズに対する供給の数が合ってないように感じる。 

 広報紙はカラーであるし内容も盛り沢山です。広報の手段としては、映像もありアプ

リもあるので、以前住んでいた武蔵野市と比べるととても豪華でわかりやすいと思い

ます。在住のみならず、在勤の方でも参加できるイベントがないかチェックをしてい

ると聞いたことがあります。 

 「広報千代田」は近くの信用金庫に置いてあるので、毎号必ず貰って来て読むように

しています。ポスティングについての案があるようですが、会社のポストに届けばと

ても助かります！ 

私は在勤者なので、地元（埼玉県川越市）の広報と比べて大きくて、見やすくてうら

やましいといつも感じています。 

今回送付して頂いた 5/5号で「在勤者」でも参加できるものをピックアップしてみま

した。「小説の書き方」公開講座や水泳、水墨画、ボルダリング…なかなか楽しそう

なイベントが載っていました。機会があれば参加したいと思います。 

 いつも広報千代田を作成頂き誠にありがとうございます。様々な重要な情報を入手で

きる事で大変助かっております。 

今のままでもまったく十分なのですが、あえてご意見であれば各町会の会員の人の

「気軽なつぶやき」や「公園でのアットホームな写真」などの区民にスポットをあて

て面白く紹介出来るコーナーがあると、新規で千代田区に在住した住民の方や既存の

住民は相互の認識を出来る機会が増えて良いかと思います。 

 引っ越してきて半年あまりのため、千代田区にまだ十分馴染めていません。 

今のところ必要な情報は主に広報千代田で取り入れています。 

今まで住んでいた大田区南雪谷では、広報紙は配布されますが自治体ごとのため、回

覧されてきました。不在だととばされてしまうため不便でした。新聞を購読していな

いため、つい最近広報千代田の郵送を申し込みました。便利だと思います。 

 ページごとにカラーが分かれていて、とても見やすい。 

文字の小ささは、大丈夫でしょうか。私（40代）には問題ないですが、高齢の方は、

ネットよりも、まだまだ紙面からの情報を必要としていると思いますので。 

 広報ちよだが大好きです。ですが新聞を購読していないので、今は自宅近くの出張所

に取りに行っています。子育てに大事な情報がたくさん載っているので紙媒体は絶対

になくして欲しくないです。 
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 千代田区は秋葉原という ACG（アニメ、コミック、ゲーム）の世界の中心地であるの

で、それらを活用したプロモーションをしてみてはいかがでしょいうか。千代田区公

式で二次元キャラクターや声優さんなどのイメージキャラクター、また流行りの V-

tuberを作成など。 

 中野区外在住、千代田区勤務者です。 

中野区の広報紙は横書きなので左びらきの冊子型 

シルバー人材センターの方がポスティングをしてくださっており 

わざわざホームページに調べにいかなくても地域の情報が知れるので愛読しておりま

す。 

千代田区の広報紙を拝見したところ、タブロイド型の２つ折り右開き 

しかし中身は縦書きより横書きが多い印象で、とても読みにくく感じました。 

右開きにするならば縦書きで、横書きにするならば左開きの方がいいかと思います。 

またタブロイド型は読む際に両手を使わなくてはいけなかったり 

そもそも新聞を読まない世代には馴染みが無く 

ページのめくりやすさなどを考えると冊子型の方が個人的には読みやすいと思いまし

た。 

 私は主に情報収集としてスマートフォンから Instagramや Web を活用するので広報の

種類を充実させてもらえたら情報収集したいと思います。千代田区の LINEの取り組

みはとても有効で、身近でああいった情報発信してもらえるととても便利です。 

千代田区の広報紙はデザインや編集・構成がよく見やすいので今後も続けてほしいで

す。私のように新聞を取っていなくても受け取るような仕組みは欲しいです。（これ

からは Web新聞の人も増えていくと思います。）特に以前のゴジラの表紙にの防災号

はとても印象的でした。（友人も区の広報紙なのにオシャレだね、と興味をもってい

ました）テレワークで自宅にいることが増え、千代田区のことをもっと知りたいと思

うようになりました。是非広報を活性化していただき、千代田区民でよかったなと思

えるような住みやすさの向上につなげていただけたら嬉しいです。 

 小学生と幼児を子育て中です。広報紙に載っている子ども向けイベントなど、予算の

都合もあると思いますが、申し込むとすでに満席などのものも多く、もう少し枠を増

やすことはできないかしらと思うことがあります。 

過去に実行したプランでキャンセル待ちが多数出ている内容や抽選倍率が高いもの

は、ぜひ翌年に実行するとか数回行うという事もご検討いただけたら、毎回急いで予

約をしたり、がっかりしたりすることが減るのではないかと思います。 

広報紙に関してではないのですが、ご検討いただけたら幸いです。 

 子どもが出来るまではほとんど広報紙を見ることはありませんでした。しかし、子ど

もが育つなかで同じ年ごろの子どもを持つママたちの出会いの場や、休日、退屈に過

ごしている子どもにイベントの場を与えてくださりと、広報紙が楽しみでもあり、待
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ち遠しいものでもあります。そして、同時に掲載されている情報で救われる方もいる

と思います。私もその一人です。読まずに捨てる方もいるでしょうし、たまたま気に

なる見出しで読む人、私のように 5日と 20日を楽しみにしている人もいると思いま

す。千代田区の広報紙は子ども対象とお年寄り対象など、区分と色分けがされてい

て、とても見やすいです。これからも楽しみにしています。 

 広報千代田令和 3年 5月 5日号の裏表紙にもある神田祭、今年はコロナ禍により中止

となりました。本祭りは 2年後の 2023年です。ガッカリですが、我慢です。そんな

落ち込んだ気持ちを、少しでも元気づけることはできないかと考えました。そこで、

岩本町の龍角散の CFで、お馴染みの木遣りを動画配信してもらえないでしょうか。

心が癒されると思いますが、私だけでしょうか。ご検討ください。 

 「広報千代田」は Catalogpocketのアプリで見ているが読みやすいとは言えない。 

普通に拡大縮小ができるだけで良いと思う、また関連する HP に飛べるなど千代田区

独自のアプリを制作しても良いのではないだろうか。 

その中のコンテンツに「広報千代田」「子育て情報」「感染対策のある認定飲食店」

「動画」「千代田区内のコロナ感染状況」など 

欲しい情報にアクセスしやすい環境を整えて欲しい。 

 インフォメーションからほっとライン楽しみにしています。今回の歳時記のような 1

つのテーマを深堀り、良さの再認識できる記事を希望します。 

千代田区は企業も多く、コロナ禍でテイクアウトも増えているのでプラスチックごみ

も増えているのではないか。区民向け広報紙だが店舗の応援と企業の協力と３Rにな

がるコーナーがあってもいいのではないか。 

健康増進、自分でできる歯の健康、歯みがき、口腔ケアなど 

 今回、区制作動画を初めて見ました。 

ホームページは必要に迫られた時のみ見ますが、残念ながら動画までクリックしたこ

とはありませんでした。 

区のホームページからでなくても、また「千代田区」と入れなくても、見て貰えるよ

うな（上手く行けばバズるような？）SNSで千代田区の魅力発信をする広報をした方

がよいと思います。 

（日本相撲協会の人気回復は若い女性職員が始めた SNSも大きな要因だったそうで

す。） 

とはいえ、民間のプロの手を借りると「港区女子」のようにおかしなイメージがつく

懸念があるので、千代田区への想いのある職員の方々にお願いしたいです。 

 「広報 千代田」は様々な情報が載っていて良いと思うものの、伝えるターゲットが

違う記事が一つのページに混在しており、網羅的に広報を読む方でないと見落としが

出てくるのではないかと思う。カテゴリ分けに改善の余地が無いか検討してみてはい

かがか。 
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また Q3の質問にもあるが、区民に有益な情報を遍く届くようにするためにも、ポス

ティングにすべきと思う。その代わり、区の施設に配置しておく広報の枚数を減らす

ようにすれば、費用面でも効率的になるのでは。 

 広報千代田楽しみに読んでいます。20年位前に、体操教室に参加して、歩く時に、使

う筋肉を教えていただきました。今も調子悪くなると１週間位続けます。回復して普

通に歩ける様になるので、あの時参加して良かったと思っています。神田祭の絵いい

ですね。 

これからも楽しみに読んでいきます。 

 ホームページの広報のページを拝見しました。 

お知らせの媒体が並んでいたので、広報＝（区民生活に直結する）情報提供と考えら

れているのかなと思いましたが、区政の改善のために、区民に区政への関心を高めて

もらい、色々な意見をもらって区政に反映させるという流れを作るのが広報だと考え

て活動を設計するのが大切だと思います。今実施されている情報提供にしても、情報

が行きわたるような工夫がもっと必要なように感じました。パッと思いつくのは、広

報千代田のメール配信やホームページや動画の宣伝などでしょうか。 

 新しい紙面になり読みやすくなった 

 以前よりわかりやすくなったような気がします。ご苦労さまです。 

 飲食店支援の為、クーポンの設置や、食品ロスもかねて、夕方以降食材を売るサービ

ス等を広報千代田で企画したらどうか。 

 いつも区民のためにご尽力いただきありがとうございます。 

・１〜２年前でしょうか、広報千代田のデザインが変わってみやすくなったと思いま

す。 

・また、今回コロナワクチンのけんがあり、ポスティングをしていただいています

が、それもありがたいです。子育て世代はネットでの情報収集がほとんどで、我が家

のように新聞をとっていない家庭が多いと思いますので、ぜひポスティングをお願い

したいです。 

・LINE活用は動画のところに書いた通りです。 

今回、区のホームページに区報のアーカイブがあるのを拝読しました。ネットで情報

収集をするものの、なかなか自分からアクセスしにいくことは 

ないので、こちらも配布日に LINEで送信しても良いのではと思いました。（もしく

は、LINEのメニュー側に「今月の広報を見る」など載せる）以上、よろしくお願いし

ます。 

 見出しや色使いなど非常に見易い構成になっていると思いました。 

実家にいた頃はあまり気にとめなかった広報紙ですが、独立し家庭を築いたことで関

心を持つようになりました。区政がどうしても子育て世帯や高齢者に寄り添ったもの

ばかりになりがちなため、２０代から３０代の単身世帯には読まれないものかと感じ
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ています。 

上記項目で広報紙を全世帯ポスティングすると回答しておりますが、コスト面と公平

性を天秤にかけた時公平性が勝るのかなと思い、選択しました。 

 年度年度で見せ方を工夫していることが感じられます。進化していると思います。で

すが、文京区、台東区などの区政広報も魅力たっぷりなんです。なので、こうした他

区の紙面内容も参考にして、更に圧倒的な広報千代田を制作して頂きたいです。 

自区だけで完結した情報提供だけではなく、他区と共同の情報スペース（紙面）をお

互いにお互いの広報紙に割いて掲載。区民と区民が行き来できるような素敵な情報共

有ができると好いと思います。 

 先進的な広報となることを期待しています。 

 よい街千代田区を紹介するため、目立たなくても続けていく必要があると考えます。 

 引き続きよろしくお願い致します。 

 区の情報がまとまっていて読みやすいです。 

 地域の情報は勿論ですが、千代田区独自の面白いコンテンツがたくさんアウトプット

されることを願っています。 

 お送りいただいた広報紙は他の区と比較すると大変良いものだと思いました。ありが

とうございます。千代田区は日本有数のビジネス街でもあり、住民に限らず法人が区

政に参画するような施策、広報活動が生まれるとより良い街になるかと思っていま

す。 

税収面不勉強な中での意見で恐縮ですが、宜しくお願いします。 

 月に 2回も発行されていることは素晴らしいと思います。 

例えば 5日は子育て世代をメインターゲットに誌面構成して、 

20 日は後期高齢者をメインターゲットにするとより興味を持って頂けると思います。 

 LGBTQや障害者、高齢者、低所得者層、その他マイノリティーに向けたより一層の活

動に期待しています！宜しくお願いします！ 

 広報千代田のポスティングについてですが、①新聞折り込みだと他のチラシに紛れて

しまうこともあること、②我が家は紙面とアプリ両方で購読しているので、日によっ

ては誌面を開かないまま捨ててしまうこともあることこの 2点から、個別にポスティ

ングした方がいいかなと思いました。また、コロナ禍でお祭りの賑わいはまだ先の話

になるなか、裏表紙の神田祭の絵がとても素敵でワクワクしました。 

 広報は配達して頂いており助かっています。しかし、配達が可能なことを知らない方

もいらっしゃるので、ポスティングが良いと思います。 

 新聞を購読していないため、図書館などに行く機会があるときに、広報千代田を入手

して拝見しておりましたが、有用で、楽しく拝見しております。 

新聞に折り込まれているとは知らず、施設に置かれているだけと思っておりました。

ネットでの配布も案ではありますが、高齢者の方もいますので、ポスティングを進め
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ていただければと思います。 

動画は、風ぐるま内でよく拝見しております。 

 やはり、見る人に直接届けるのが広報だと思いますので、ホームページなどとは性質

が違うものだと思います。区からの広報全体として、発信だけじゃなく、見る人が直

接受け取れる形の配信を工夫して頂きたいです。 

LINEにも色々問題があったようなのでそれをお薦めする訳ではないですが、区長のし

てくださっている LINEでの発信は、大切な通知に気付くこともできますし、必要な

時に必要な項目を見ることができる機能もありがたいです。 

このように、受信者に直接届ける発信で、今は電子的方法で配信して頂けるのが、読

み手としてはありがたいです。 

『広報』誌に関しては、正直に言えば隅から隅まで読むということはなくて、ほとん

ど表面だけ、たまに中まで見ますが、たいがいは興味のあるのが目につかなければほ

ぼそのまま読まないということが多々あります。 

その点、メールやＳＮＳなどで受信していれば、一つ一つ一瞬は確認するので、読み

落としなく読むことができるのではと思います。 

今回こちらのアンケートですが、遅くなりまして申し訳ありませんでした。 

 掲示板貼付の内容等を回覧板にして事業所にまわしたらいかがですか？ 
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区政モニターアンケート結果 

（令和３年５月実施） 

問い合わせ先 

千代田区政策経営部広報広聴課 

担 当：松原・會田 

電 話：03-5211-4173（直通） 

ＦＡＸ：03-3239-8604 

 


