
1 あまり関心がない

2
クイズに関心はあるが、参加するまでの興味と時間がない。
今回のテーマには回答するだけの情報を持ちませんでした。

3

ごく一部しか知らないマニアックな選手権は、失礼ながらただの自己満足の税金の無駄遣
いでは？
　意味不明な難問で争うのは本来の目的である「埼玉のことを知ってもらう」と言う政策
目標から大きく逸脱していると思います。

4

そもそも、埼玉クイズ王決定戦を、どのくらいの県民が知っているのでしょうか。
その状況で、郷土愛にどうつながっていくのでしょうか。
自治体或いは地区ごとに趣旨徹底、例えば地区予選などを行い、まずは県民への浸透する
努力が必要でしょうか。

5
今回、初めて知ったが、クイズばやりの時流にのり、異興味本位にならないよう願いた
い。

6

内容が解らないので一般論しか言えませんが・・・・。タモリが「ダサイタマ」と云いま
したね。その様な事が言われないためにどうしたらよいのかをテーマに一度討議された
ら。その中でこの様な「埼玉クイズ王」し云うのはどの様な位置づけ。①埼玉の事だけ詳
しい・・・②日本中に通じる博学を求めるのか。・・・①ならば「埼玉クイズ王」という
名称はふさわしくない。別名が必要では。

7
”埼玉クイズ王決定戦”が”埼玉県の魅力を発掘、発信し、県民の皆様の郷土愛を醸成で
きる。”と書いてありますが、もっと違う方法で効果がある方法を研究してはいかがです
か。

8
「郷土埼玉への関心と愛着度を高めるため」には、効果が期待できないので、やめたほう
がいいと思います。

9
「埼玉クイズ王決定戦」というイベント自体への参加者数は限定的でしかたないが、当該
イベントの内容等をWEB等各種媒体を通じて情宣することにより、より多くの県民の興味と
理解が得られると思われる。

10

「参加したい人は参加してください」でも良いとは思うが、小学生部門、中学生部門、高
校生部門、成人部門などがあっても楽しいのでは。
埼玉県は横の交通が弱いので、せめて予選は大きな鉄道に沿って最低１箇所あった方が参
加しやすいのでは？

11
『埼玉クイズ王決定戦』の存在を初めて知った。
県広報誌でも、その掲載を見落としているのだろう。
面白い取組ではあるが、広報媒体などの再検討が必要か？

12
○×式クイズの形式を希望する（単純明快がよい。奇問難問は避けたい）。また開催場所
は、最寄駅から近く、ファシリティが整った、「公共施設」が望ましい（たとえば、川越
市「ウエスタ」など）。

13
・クイズのためのクイズで終わっている。問６の成果が見えてこないのが現状のような気
がする。クイズはマスコミ（ＴＶ）の影響か？　もっと主体的な問６達成の方策があるの
では？

14
①埼玉クイズ王の実施の基となる問題と回答を公開すべきである。
②郷土埼玉への関心と愛着度を高めるため、埼玉県に関する各種の情報を纏め、編集し発
刊して欲しい。これを小中校の副読本する。

15 1年1回で無く、色々な場所で、地域特性を活かしたイベントにしたほうがよい。

16
２０２０年に向けて、外国の方はもっと参加できるようにしてほしいですね。埼玉県を
もっと知ってほしいと思います。

17 ６回も開催されていたことすら知りませんでした。
18 PRを頑張ってください。
19 PR活動をもっと行った方がよいのでは
20 PR不足！！

※　説明が不足しており申し訳ありませんでしたが、埼玉クイズ王決定戦はマンパワー事業であり、大会
に係る運営費は全て御協賛いただいている企業様の協賛金にて賄われております。

第126回簡易アンケート自由意見（625件）

質問７
　今後の埼玉クイズ王決定戦に期待することやご意見、ご要望などありましたら、自由にお書き
ください。



21 PR不足（気がつかない）
22 SNSなどでの発信や動画サイトでの放映などで楽しさを広めていったらいいと思います。
23 SNSを活用するなどもっと参加しやすいやり方を考えて下さい。

24
TVなどを使ってこの企画の存在感を作ることが必要でしょう。
さいたまテレビに止まらず４ch、６ch、７ch、などへのアプローチも必要です。

25 TV放送等での啓もう活動が必要では。
26 あまり、やる意味を感じられない

27
あまりにもマニアチックなテーマであり、クイズ王になったからと云ってその人だけが
知っているだけに終わってしまうだけで、県民を含めたその他地域への波及効果が全く期
待できないと思う。

28 あまり関心のないテーマです。
29 あまり期待していない。

30

あまり期待していない。マイナーなクイズしかなく、お宅問題が多すぎる。

もっとメジャーな問題を多くして行った方が良い。(それでも全てには答えられないと思
う）

31 あまり期待していません。
32 あまり新鮮味を感じない企画だと思います。

33
あまり知られていないと思うので、過去からのメモリアル的なものを広報したほうがよい
と思います

34
あまり余分なことはしないほうが良いのでは。　県政としてもいかに余分なことをしない
かを考えてください。　そうしないと県の仕事は膨らむばかりです。

35 あんまり興味はなかったけど、このアンケートで、今回のを観てみようと思います。
36 いいよ

37
イベントはなんでもそうですが、参加してこその楽しみがあるのだと思います。
でも、なかなか人ごとの話で、土日も休みじゃない者にとっては、参加できないので、意
見として参考になるかどうか??

38 イマイチ盛り上がりにかける気がする。根本から見直した方が良いと思う。
39 イメージが湧かない
40 いろいろ目的はあるかもしれないが、クイズなので楽しんで欲しい。
41 インターネット動画配信とかインターネット経由での参加も出来れば面白いと思う
42 おもしろそう。
43 オンラインでの参加とかできないだろうかと思う。
44 お年寄りも参加できるようにしたらいい。ゴールドシルバーエイジとか作って。

45
キー局のテレビ番組と連動しないとひろがりにくと思う。
あと、メンバーが揃わないですね。

46

クイズ(クイズ番組含む)ほぼ興味ない
理由…クイズを楽しむというより勝負心だけが先行しクイズの為の知識で、問題を楽しむ
ことなく勝負だけ（速さ）楽しんでいる。
問題をほとんど聞くことなく速さだけで回答する最近のクイズはほぼ興味ない。問題をよ
く考え状況を把握しながら回答するクイズには興味ある

47 クイズにでた問題を教えてほしい。そして、埼玉の魅力をもっと知りたいです。

48
クイズに興味がある人の層は汎用性が無いと思います。
良く分かりませんが、多分人口の１０％以下だと思います。
従って、埼玉県の魅力を広めるにはあまり適切な手段とは思いません。

49 クイズに興味がない　効果があるかどうか分からない

50
クイズに出題されるテーマに即した場所で行うと、より効果があり臨場感も湧きます。
今後に検討してみて下さい。

51
クイズの過去問や例題を１問、列車の車内や駅構内、公共施設、大型ＳＣ等にポスター掲
示してはいかがでしょうか。まずは、こういうクイズ大会があるという事を認知度広げて
欲しい。

52
クイズの本ができると良いと思います。解説付きで作っていただき、各小・中・高や図書
館にも配布しても良いのかな、と思います。

53 クイズの問題があまりオタクっぽくならないようにする必要があります。

54
クイズは苦手なので自分はやりませんが、好きな方は多いはずなので、もっと大々的に宣
伝広告すれば良いのでは？

55
クイズは好きな人にしか浸透しないと思います。埼玉県に住んでいる人がそれぞれ参加で
きるような全地区で何かできたらいいのでは？
私の住む地区は何も期待できることをしてないです。町として住みにくいです。



56
クイズは面白くて好きです。自由参加だと思いますが、小学校の授業の一貫で、こどもた
ちが予選の予選で競っても面白いと思います。

57 クイズをネットで答えられるような、もっと簡単に参加できるものがいいかな。

58
クイズを観ているだけでも埼玉を知ることができるので、様々なメディアでの放送や過去
大会を振り返られるといいかなと思います。

59 クイズ王に関して全く認識がなかったので、web等で確認したい。

60
クイズ王の内容を知らなかったので、７回もやっていたと聞いて驚きました。いろいろな
媒体を通じての広報を期待します。参加することは考えていませんが、高校生以下の若い
人達にこのイベントで埼玉の事を更に理解して欲しいと思います。

61
クイズ王へ出場するには恥ずかしい思いがありますが、クイズの内容や埼玉の魅力が知れ
るというのはとても興味があります。私は埼玉歴2年目で日頃は会社と家の往復なので、ま
だまだ埼玉県のことは道半ばです。いい取組だと思います！

62

クイズ王をやってることは知っていますが、興味がないので「こんなことに使う予算があ
れば、もっと別のことに使えばいいのに」と思います。
やるのであれば、「ぜひ出たい！王になりたい！」と思うくらい、大々的に公告をする
か、スポンサーさんをつけて豪華賞品をＧＥＴ！くらいの大会にしてほしいです。

63
クイズ王決定戦があること自体知らなかったので、もっと広く広報活動をしたほうがいい
と思う。開催自体は良いことだと思う

64

クイズ王決定戦に出ようと思う一部の方にとっては、埼玉のことを知るための勉強のきっ
かけになるのでとても良いと思う。
この決定戦があるから埼玉県民が埼玉県のことをもっと知りたくなるかと言われたら、そ
れほどの効果はないのではないかと思う。
これがメジャーになって、多くの方に広まると色々な効果があるだろうと思います。

65
クイズ王決定戦の実施意義からすると、県民が気軽に参加できるような運営を考えるべき
です。

66

クイズ王決定戦は、予選→本戦、人との闘いなどがあるが、検定とかの方が参加しやすい
ような気がする。
夫は京都出身だか、昨年より京都検定なるものを受け始めた。クイズ王決定戦だと、時間
的な制約から参加はできないと思う。
スーパーアリーナより人気商業施設でのクイズ王決定戦は、よりパフォーマンス性があ
り、注目を浴びる（＝対費用効果がある）が、参加してみたいとか、郷土愛につながると
問われれば、なかなか難しいのではないかと思う。

67
クイズ王決定戦をもっと多くの県民に知らしめる為、県だけでなく、各市町村での効果あ
るアピールも大切だと思います。

68 クイズ花盛りの現在、方向性を見失いようにして頂きたい。
69 クイズ決定戦、もっと予選を増やすことで、埼玉県の良さが広がると思う。
70 クイズ決定戦の回を重ねるごとに、出場者が増える事が望ましい。

71
クイズ決定戦はあくまでも魅力発信のためのツールであり、このツールをいかに活用する
か、と言うことが肝だと考えます。

72
クイズ研究会や愛好会がもっと地元レベルで結成されれば、さらに盛り上がると思いま
す。一部の高校ではあるようですので、中学校や小学校でも発足することが楽しみにつな
がると考えます。

73
クイズ好きには堪らないイベントかもしれないが、そうじゃない人がどのように参加した
ら楽しめるか、また、イベントを通じて何を発信したいかがわかりにくいと思いました。

74
クイズ自体にあまり、興味が無いので何とも言えませんが、興味のある方にとっては、ク
イズを解く事によって埼玉県に興味を持ちまた新しいことを知るきっかけになれば良いと
思います。

75

クイズ大会があるとは初耳でした。正直なところあまり興味がわきません。
私は長く群馬県に住んでいましたが、群馬県民は郷土愛が深いです。埼玉県民はそれほど
でもない感じがします。移転してくる方も多いせいでしょうか。私もなぜかはわかりませ
んが、群馬が懐かしいです。高層ビルの上階など遠くを見渡せる場所に行くと、群馬の山
並みを探してしまいます。

76
クイズ内容は易しくて、英語で質問するクイズを出すべき、ただし、回答時間２０秒あれ
ば、１０秒後に質問した英文も提示する。ネイティブの発音で。

77
クイズ方式は一部の関心のある人だけにしか効果が期待できないと思う。問題はそれある
いはその様子を如何に県民その他にアピールするかだと思う。



78

グループを組んでの参加は難しいので、他にも参加しやすい形態がないかも検討してほし
い。仕事を休んでまでの参加も無理なので、一定期間クイズの答えをインターネットなど
で受け付けるとか、誰でも気軽に参加できるクイズもあればいいと思う。応募者全員正解
でもかまわないくらいのクイズにし、埼玉県民以外にも興味関心を持ってもらえるよう
に、広く魅力をアピールできる問題作成をお願いしたい。

79 こういう企画も埼玉を盛り上げるには必要かと思います。ぜひ続けていって下さい。

80
このアンケートがくるまで知りませんでした。もっと大々的にお知らせしたほうが良いと
思います。

81
このアンケートで埼玉クイズ王決定戦があることを知りました。
もっと埼玉のことを知るきっかけになる良いイベントだと思います。

82 このアンケートで初めて知ったので、さらにアナウンスをすると良いと思います。

83
このアンケートで初めて知りました。アンケートに答えるだけの情報がないので恐縮です
が、たくさんの方が受けられているのでしたら有意義な活動だと思います。
私も今後、注意を払いたいと思います。

84 このイベント、初めて知りましたが、盛り上がっているのでしょうか？

85

このイベントに話題性があるのであれば、よいと思います。
テレビでもたまにある（昔はよくあった）クイズ戦でなく、違う形の面白みがあると話題
性が作れてよいのではないでしょうか。
場所ありきではないと思います。
面白ければ、辺鄙なとこでも集まると思います。場所ありきでは、失敗します。

86 このイベントの趣旨がわからない

87
このイベントを初めて知りました。駅構内や各市役所内など、広く県民の目につくところ
でＰＲすれば、色々な人に周知されて盛り上がりそうに思いました。

88
このようなイベントがあるのは知っていましたが具体的な内容は全く分かりません。
もっとテレビなどで取り上げて欲しいです。(”今どき埼玉”などで)

89
このようなイベントがあるのを全く知りませんでした。
認知度がもっと上がると良いと思います。

90 このような催しには関心がない

91

このような催事を開催するときは、多くのマスコミを動員することが大きなカギとなる。
NHK放送を始めとして、各地方の民放局を動員して、広く国民の皆様に見ていただくことが
何よりも大切なことです。そのことがあらゆる機会の話題となって口コミで広がってゆ
く。このことを強く意識して発信することが重要でしょう。

92
このような大会があることを知りませんでした。
面白そうだと思いました。
もっと県内、県外の方にこの大会の認知度が上がるといいと思いました。

93
この開催を数回行っただけで郷土愛の醸成を期待するとは思えません。実施後の反応を調
査してください。

94

この催しは、一つの対策ですが、郷土愛は低年齢から印象付けなければ全体に広がらな
い。
小学校から授業に必修とし取り入れ、専門家に習うことが大事です。
例えば、地域のガイドや郷土史研究家など、地域の財産を生かすことが肝要です。
世界に目を向け、自国や郷土を語れない日本人の汚名を払拭することです。

95 この催しを今まで知らなかった。
96 この大会が全国版になるよう頑張ってほしい

97

この様なイベントが行われているとは知りませんでした。参加したくないと回答したの
は、あくまでも正解できる自信がないからです。
埼玉はあまり歴史がないように思われているが、行田や川越など結構興味深いことが多い
と思います。
現在日本テレビで行われているケンミンＳＨＯＷのような、以外な各県情報面白いと思い
ます。

98 これから決定戦の記事に期待をしています
99 これについてよく知らないのでモメント出来ない。

100

これまで埼玉クイズ王決定戦があったことも、これまでの会場がどのようなところかも
まったく知りませんので、ほとんど答えようがありません。個人ではなく、3人1組のチー
ムが参加の条件ですので、若い人同士がゲーム感覚で参加するのには向いていますね。決
定戦の様子はインターネットでも見ることができるのでしょうか？もっとPRが必要だと思
います。

101 サークルのアピールをさせてほしい
102 さいたまの魅力ある質問やクイズが多くでることを期待しています。



103 さいたまの魅力が広がったらいいです。

104
さいたまの魅力を知ってもらう手段として、「埼玉クイズ王」が適しているかどうか判断
ができない。

105
さいたま市大宮駅を中心に関東の中心にと云う意見も一部にあり、あまり埼玉、埼玉
と騒ぐのもどうかと思う。浦和、大宮、春日部、所澤など東京に近い地区の若い人の関心
は、東京に、横浜に、世界へむいていませんか。

106 さかなクンのような、全国区になるような知名度と経済効果をもたらす人材の発掘。
107 さほど興味は沸きません
108 しっかり埼玉を応援してほしいですね

109
すいませんが、非常に回答しにくいアンケートでした。この場を借りてアンケートする内
容であったとも思えません。今までいろいろなアンケートにこの場で答えてきましたが、
初めてそのように感じました。

110 すみません、全然わかりません。
111 ぜひ観戦してみたいです
112 ぜひ小学生の部も作ってほしい。地域のことを学習する機会になると思います。
113 せめて予選は、もっと人口が密集したところで開催した方が人が集まると思う。

114
そういった大会があることを初めて知りました。グループで参加というのも盛り上がりそ
うだし、楽しそうな企画だと思います。どういったクイズ内容なのか、過去問などはHPと
かに載っているのでしょうか。

115
そのような大会があることをもっと広くPRすべきだと思う。また、クイズ王だと一部の人
しか楽しめないので、「さいたま検定」などの方が、老若男女、家族で楽しめると思う。

116
そもそも”クイズ王”なるものを認知してないし、もっと他にやるものがあるのではない
でしょうか。極一部のフアンを対象のイベントであると理解しており、テレビ劇場的すぎ
る。

117 そもそも埼玉クイズ王決定戦自体、知らない

118
そもそも誰がしてるのか？話題になったことがない。興味ないことがいけないの過去しれ
ないが？
埼玉のPRになうのか？疑問です

119 ダ　サイタマ　といわれるのを早くなくしたいと思う。

120
ださい埼玉の返上と見所満載の観光地や名品、偉人、自然を知ってもらえるクイズやその
他のイベントの開催は必要であろう。

121 チームだけでなく、個人でも参加できたらいい
122 チーム戦でなく、個人で出られるのも有って欲しい。
123 チーム戦ではなく、個人戦も設けてほしい。

124
チャンスがあれば出場したいが、能力不足で恥をかくのでもう少し勉強してからチャレン
ジします。・・・こう期待

125
チラシ配布など、もっと知名度を上げる活動に力を入れるべきであると考えます。これか
らよりクイズ大会が盛り上がることを期待します。

126 ディープな埼玉をもっと知りたい

127
テレビで放送されているか知りませんが、テレビなどで大いにＰＲをしないと埼玉県の魅
力が解ってもらえないのではないか？

128 テレビ埼玉で放送してください。
129 テレビ中継 宣伝
130 テレビ番組とタイアップすれば効果があると思います

131
テレビ放映、ラジオ中継、ネット配信等により広く広報するとともに、多くの県民に観戦
して頂き郷土愛の醸成を図って頂きたいと思います。

132 テレビ放映されるなら見てみたい
133 テレビ放映でもしてもらえたら、より身近になると思います。
134 テレビ放送してほしいです。
135 テレ玉で放送したら楽しいかもしれません。

136
テレ玉とかで放送してほしい
県民からクイズを募るなどやってほしい

137 てれ玉やFMなどで予選会から放送をしてほしいです。
138 テレ玉やnack5で中継したら盛り上がると思います。

139

どうしてもクイズ王みたいな勉強学習王となってしまうと思いますが、本当の埼玉クイズ
王は、頭で覚えたこともいいのですが、実際足を運んだり体験して得るものが真のクイズ
王だと思います。性別や年齢別などでジャンルを分けてほしいです。還暦を過ぎた私は、
埼玉大好きですが、知識では、勝てませんが、実際の経験は、豊富です。

140 とても楽しいイベントだと思います。



141 とても斬新なアイデアだと思います。
142 とても良いイベントだと思います

143
設定自体に訝しさを感じます、今まで通り（スーパーアリーナ）でいいのでは、
ましてや　埼玉　の名前を付けるのであれば。
とにかく、レイクタウンでは、参加も見にも行きたくありません。

144 とにかく継続していくことだと思います。期待しています。

145
どのようなものかがわかりません。テレビの決定戦と同じなものだったらあまり興味があ
りません。

146
どの程度クイズ開催を承知しているかによりますが、これで郷土愛醸成を期待するのは無
理ではないか。

147 どの程度のレベルのクイズが出題されるのか知りたい

148
どの程度認知されているかが疑問。自前の広報や県内のマスコミだけでは不十分。もっと
広く目に触れるような周知の仕方を考えてほしい。６年以上住んでいるのにまったく知ら
なかった。

149
トリビア的なものばかりでなく、「みんなが知ってる」とおもっていることの確認みたい
な問題をたくさん出して欲しい。

150 どんどん埼玉の地名度を上げてほしいです。

151

どんなクイズなのか分からないのですが、埼玉県について知ることが出来るのはいいと思
います。
埼玉県は、結構広いので、開催会場は適当なのかはよく分かりませんが、楽しく出来れば
いいと思います。

152 どんな問題が出るか楽しみです

153
なかなか、埼玉県も広いので分からない部分が多いです。
各自治体、自分の街限定のクイズ大会なら参加しても良いかなと思いました。

154 なぜ、埼玉県がクイズなのか、県内外にアピールする必要がある。

155

なぜクイズをやるのか？テレビのクイズ番組が多いからと言う安易な考え。一部の人間だ
けが盛り上がり無駄なお金を使っているとは思わないのか。
マスコミが発表した視聴率だけを見てこれしか無いと勘違いしている。本当にくだらな
い。

156 なぜタイ旅行なのか…
157 なぜ団体戦だけなのか疑問である。
158 なにもなし
159 なるべく目立つ場所、人の多いところで決勝をやった方が盛り上がると思います。
160 なんか二番煎じみたいで、発想力が乏しいと思う。
161 なんでも良いからやってみよう。それから、次のことを考えよう。
162 なんとなく若い人達のイベントという感じであまり興味がわきません

163
ネットを利用した予選を行う、予選会場を増やすなどもっと参加しやすくしてもらいた
い。

164
ネット上でプレイできるものや、アプリゲームの開発等も含めて開催したら面白いのでは
ないか

165
ネット上で参加できたりもしたら面白いなと思う。また、大会の様子を家で見られたうれ
しい。

166
ネット放送なども駆使して、とにかく発信とPRを！「高校生クイズ」常連の浦和高校との
連携などもぜひ。

167 はっきり言って、興味がわかないので何とも言えない。

168
ひとつの方法だとは思うが、あまり期待できそうもありません。
もっと県民全体で取り組めるようなイベントをお願いします。
いわゆる三流の企画は無駄だと思います。

169
ひとりでは参加するつもりはないのだが、家族が興味を持てば参加したい。
小学生家族や小学生のみのチームなど、様々なレベルを作って欲しい。
テレビ埼玉などで決勝を放映しているでしょうか？参加しないまでも、見て見たいです。

170 ひまだね
171 ペアでも参加できない？

172
へぇーこんな大会があったんですね。
面白そう、もっと広くPRすべきだと思います

173
ホームページ等に過去の問題を掲載したりして普段から関心を持ってもらうようにしたら
いかがでしょうか。掲載されているなら、もっと目立つようにしてみたら良いのではない
でしょうか。



174
ポス・ちらし・IT関連・テレビラジオでのスポットなどで開催PRをすることが大切。
ああ！やっているんだ。自分はどれだけ埼玉を知っているかな？というチャンスになると
おもいます。

175 まずは、各市町村で予選を開催して欲しいです。

176
まだまだ、認知度は低いと思うので埼玉クイズ王決定戦の宣伝をしたほうが良いと思いま
す。

177 まだまだ認知度が低いように感じます。

178
まったく知らなかったのでもう少し県や市の広報とか全員が知らないと盛り上がりもしな
いのでは？予選会場もどれも一人で行けるかと言われたら行き方もしりませんし自転車で
はいけないだろうなと思いました

179 マニアックすぎるとただのクイズ好きのための大会になってしまいかねない。
180 ミーハー的にもりあげるのでなく、きちんと郷土愛が醸成されるものになってほしい

181
メジャーなイベントになっていない、二番煎じに感じます。
郷土愛という狭い了見ではなく、全国規模のイベントを目指すべきだと思います。
例えば、スポーツになってしまいますが、ツールドフランスぐらいの自転車大会など

182 メディア（TV、新聞など）等との共催が必要ではないでしょうか。
183 もう6回も実施しているようですが効果はあったのでしょうか。

184

もう７回目にもなって手遅れだけと、まず名前がダメ。
埼玉の内容に限定のクイズとは読めない。
オールジャンルのクイズ王の決定戦の開催地が今年は埼玉なのだと読める。東京オリン
ピックのように。
勘違いされない名前に修正するなら例えば、埼玉クイズ・王座決定戦とか。
次に賞品がダメ。
埼玉への愛着と関心度を高める目的なのに賞品がタイ旅行って何？
タイ王国への愛着と関心度が高まっちゃうじゃん。
自宅から埼玉県内各地への交通費、宿泊費、入場料、飲食費などの領収書と記念写真を
メール添付で提出させ実費精算式で上限２５万円分あげるのがベスト。

185
もう少し、埼玉県内に、広めて、欲しいです。そのためには、役所等に、パンフレット等
を、置いては、如何なものでしょうか？

186 もう少し周知に力を入れて欲しい

187
もっと、
色んな場所でアピールすべきかと。
埼玉県人として知らなかった事にショックです！

188 もっと、アピールしないとみんな知らない？
189 もっと、マスコミとかアピールして、高校生クイズくらいに、盛り上がって欲しい

190
もっと、埼玉県全体でやって欲しい。
東西南北で、色んな市町村で開催を。

191 もっと、全国的にPRしてほしいです。
192 もっと「埼玉クイズ王決定戦」のＰＲをお願いします。内容の概略も何もわかりません！
193 もっとPRしたらよいと思う。学校単位の申し込みがいいとおもう。

194
もっとアピール力のある又効果的なものが望ましいのでは無いかと思います。実施目的に
合致した内容で実施方をかんがえるべきである。

195 もっと啓蒙活動が必要
196 もっと県民にアピールして行かないとだめだと思う

197
もっと県民に周知すべき。
自分自身、知らなかった

198

もっと広く知らしめるように，いろんなメディアなどで宣伝していただきたいです。（駅
のポスターなど）
質問４　でイオンレイクタウンを適当としましたが，懸念される材料としてイオンまでの
道が特に休日は混むことがあげられます。

199 もっと広報したらいかがでしょうか。
200 もっと広報してメジャーにしたらよいと思う
201 もっと広報しないと知らない人が多いのではないか。
202 もっと広報活動に力を入れてやっていることを広めて欲しい
203 もっと盛り上げたほうがよい。
204 もっと宣伝してほしい
205 もっと宣伝してもらいたい
206 もっと宣伝して下さい
207 もっと宣伝をしてほしい。



208 もっと宣伝をしてもっと大きなイベントに育てて欲しいと思います。
209 やってもしょうがない

210
やること自体には賛成ですが、会場まで、出かけることは無理なので、他の方法を考慮し
てほしい。

211
やること自体は良いことだと思いますが、それが埼玉の魅力云々につながるとはあまり思
えません。

212

やるならちゃんとやろうよ。
なぜオリンピックやラクビーワールドカップのアピールにつなげない？
なんのために誘致したのか？
埼玉アピールするいい機会なのに全く連携がとれてない
辞めたほうがいいですよ
税金の無駄使い

213
よくテレビで見かけるようなものとは異なるスタンスでお願いできればと思います。
埼玉県としてのオリジナリティーあふれる企画を期待いたします。

214 よくわからない
215 よくわかりません、知らない人が多いと思います。
216 レベル上げないと意味がない。東大生は最低限入れないと。
217 わかりません。
218 悪くないと思います。

219

安易なイベント開催に見える。郷土愛を育むというのであれば埼玉在住や両親が埼玉に住
む人に限定するのか。参加資格などの大会の趣旨とレベルの維持などブランドの確立をど
う並存させるのか、考慮すべき点を考えないまま予算がついたからやっているように見え
て税金の無駄使いにしかみえない。
地域の活性化を目指すなら根本的な縦割りでない持続的な政策を本気で考えるべきと思う

220
以前、所沢で開催された予選会に出場したことがあるが、出題の内容が所沢や西武線沿線
のものが多く、所沢クイズ王決定戦のようになっていた。あくまでも埼玉クイズ王決定戦
であるので、予選会であっても、埼玉全域に焦点を定めた出題をすべきだったと思う。

221 意外と埼玉県民は埼玉を知らない…。

222
移住してきた方などを中心に、埼玉の方言を知らない人が多いイメージがあるので、ぜひ
クイズに埼玉弁を取り入れて、埼玉の言葉に関心をもってもらう機会を作っていただきた
いです。

223
一度は見学し雰囲気を味わいたい。
過去の出題内容が知りたいが知る方法が分からない。

224
一部のクイズマニアではなく広く参加出来る大会にして欲しい。
例えば、事前セミナーを行うとか…

225
羽生市とかで所沢市もいいと思います。越谷やさいたま市などごみごみした開催場所はさ
けた方がいいと思います。

226
越谷レイクタウンで昔の生徒さんが主催者側ボランティアで献血運動をよくやられている
そうですので会場として嬉しいかなと思いました。

227 越谷レイクタウンなら行けると思います。
228 応援しています

229

応募開始の発表後(7月中旬)に応募しようとちょこたび埼玉にアクセスしたが、まだページ
が公開されていなかった。
また、今月中旬に応募しようと応募ページをみたら、応募フォームへのリンクが切れてい
て応募ができなかった。
こういった行為は応募しようとする者の意欲を削ぐものであり、応募者を増やしたいはず
の県がこれらの件について何も公表しないというのはいかがなものかと思う。

230

王者は、階級別にする。
例、
1．小学生の部
2、中学生
３、４，５，等　　　　　　年齢により知識の差は大きい。
又は、設問を決める　埼玉の====について

231
何でクイズで埼玉県の魅力が発掘や発信することになるのか、理解が出来ない
誰の発想ですか？
まともな神経だとは思えない、広告代理店の営業発想としか思えない！

232 何となくしっているだけだが、何の目的にやっているか等がわからない。

233
何のクイズなのかが重要ではないか。メッセージが県民に届かないイベントは再考みべき
ではないか。



234

何のために開催するのが今一つ理解しにくい。仮に埼玉県の郷土愛等というのであれば、
県民全てに冊子等の周知をして、埼玉県を理解してもりたい。一部のクイズマニアのため
に開催するのであれば無意味である。まずは、県民全てに最新数値を含めて周知すべきで
ある。開催費用を考えれば、冊子を配布して周知すべきである。埼玉県を理解させるため
に是非検討してください。

235 何も知らないし　皆が盛り上がってるとは思えない。

236
何歳になっても好奇心旺盛なほうが良い。地元のことについて語れることは素晴らしいと
思います。

237 何処かのテレビのマネはするな。
238 夏休みの子供向けのイベントならいいかなと思います
239 家族対抗やチーム対抗があれば、参加しやすいです。
240 我々の納めた税金を使って下らな行事は止めろ。
241 会場の様子・イベントなど掲載してほしい。

242
回を重ねるごとに予選参加者は増えているのでしょうか。そうでなければ質問6の様にはな
りません。予選参加者が増えるよう、県民に広く情報が届く事が必要と考えます。

243

開催されても既存の参加者が中心となっているのであれば、内輪向けという印象になって
しまうので、バランスよく参加者調整するのがいいのではないでしょうか。
最も開催場所少ないので、現時点ではクイズをもって埼玉県の魅力発信出来るとは思えま
せんが。

244

開催していることを知らなかったため広報が不足していると思う。
ただ集まってクイズをやるのではなく、協賛の企業をつけたり、ゲストを呼んだりでひと
つのお祭りやフェスのような形に昇華し、観光資源として活用してほしい。
また、赤字事業にならないようにしてもらえればと思う。

245
開催の目的は理解できるが、方法（クイズ王決定戦の開催）が相応しいかどうかは疑問で
す。

246
開催場所は計学でよいと思いますが、本来ベストな場所は交通の便がよいところにせって
いすべきです。

247 開催場所は毎回変更してもらい認知度を広めて皆が参加するようにしてもらいたい。

248
各TV局でクイズ王系の番組があるが、本事業もTV中継など工夫をすべきでは？と思いま
す。

249
各市町村の予選会などがあれば（その地域にちなんだ）もっとおもしろいではないでしょ
うか

250 各地域の魅力を醸成できる内容で開催することが大切と思います。
251 学ぶことで、魅力を発見できれば、良いと思う。

252
学校、市町村、企業単位で競うようになれば、埼玉県の魅力を発掘、発信し、県民の皆様
の郷土愛の浸透が出来るように思います。

253
学校で参加募集するなどの対策。
埼玉のことを知る良いきっかけになると思うので続けてほしい。

254 学校や会社などの末端地域からの盛り上がりに欠けるような気がする。

255
楽しいイベントならば、良いのではないでしょうか。
埼玉の魅力満載も問題を期待します。

256 楽しい企画で、埼玉県の魅力の再確認になる良い機会だと思います。
257 楽しい企画で盛り上げるのは郷土愛がはぐくまれてすばらしいと思います。
258 楽しい企画なのでぜひさんかしたい

259
楽しい埼玉クイズ王決定戦にしてください。司会は埼玉に住んでいるNACK5、GOGOMONZの鬼
丸さんにやっほしいです

260
楽しそうだし、子供がもう少し大きくなったら、ママさん仲間と参加してみたいな
あ。。。と思いました。

261 楽しそうです
262 楽しそうです。

263
楽しそうです。子どもがかるた大会に参加するため、さいたま郷土かるたが家にありま
す。クイズ王子供バージョンがあると、子ども同士の交流なども深めることができて良い
と思います。

264 楽しそうな区画で、とても良いと思う。
265 楽しみだ。
266 楽しみたい人が楽しめばよいので、特に期待はありません。
267 楽しみにしてます
268 楽しんで埼玉のことを知れそう
269 関心がないので・・・



270

関心が薄い国内向けでは？昨今では日本人として観光をする魅力が少ないように思う、国
内向けにはもっと斬新なアイデアを？　むしろ国外向けにSUS等
大いに活用するべきだ、残念ながら当会では提案が没になってしまった
残念だった仕方がない！！！

271 関心を持ってくれるとよいですね。
272 頑張ってください。
273 頑張ってください。
274 頑張ってください。

275

幾多の同様な取り組みがありますが、いずれも特色が感じられない。
県内の①地区大会・②近隣の東京・千葉・神奈川・山梨など隣接県（関東圏）と決戦(それ
ぞれの住居者限定）などや③県内独自の小学生・中学生・高校生選抜大会などの検討と④
高齢者独自のクイズ大会も良いと思う。郷土愛などがもっと醸成されると思われる。

276 期待していない
277 期待しない
278 期待することはない。

279
教育委員会に協力をお願いし、各学校の対抗や、選抜など、県内企業や、施設の参加な
ど、もっと盛り上げる方法を模索してして欲しい。もっと、メディアを使い、ださいたま
の汚名を払しょくして欲しい。　加須市って読めますか？

280 興味がない
281 興味がない。
282 興味なし
283 郷土の歴史が学べる。

284
郷土の歴史と現在の状況を知る良い機会です。県民の多くは、素晴らしい内容を知って、
郷土愛を再発見する機会になると思います。この企画に対して感謝致します。

285
郷土への関心をいだかせるのはいいが、県民がどこまで関心抱いているか疑問。
また、広報媒体はどのように考えているのか。
実施して一部の人の自己満足しているようでは意味がない。

286 郷土愛の醸成に、県民の、殊に若年層を取り込んでいくことは、いい手法だと思う。

287
郷土愛を育む手段の一つにはなるかもしれない。
義務教育期間に埼玉の歴史・行政・環境等子供たちに伝える義務があるのではないか。

288
郷土愛を高める目的で、郷土かるたを作って学校の教材にしてもらうとか、土台作りもい
いかもと思いました。

289 郷土愛を醸成することがそんなに重要なのかがよく分からない。

290

郷土愛醸成は真の国際人への第一歩。さいたまを誇りに思える県民の数値を毎日の情報誌
面で確認できるようになるなど、ちまたで全く見受けることのできないクイズの関心の低
さこそ、今県民の県への評価そのものと覚悟の上での県庁職員はやあきらめる事禁止垂範
無駄遣い禁止でクイズ景品魅力向上ほか取組に期待。六回も…驚きである

291 近くであればいい
292 熊谷会場も欲しいですね。
293 景品は豪華に
294 継続をお願い致します。

295
決勝にぜひ埼玉出身の芸能人を招待してほしい。
例えば、益若つばさ、お笑いの土田、草薙剛

296
決勝のあとには広報などでどんな問題がでたのか、問題と解答を知らせてほしいです。実
際応募したり見に行ったりはしませんが、問題には興味があります。

297 決勝の開催地を変えながら埼玉の魅力をPR出来れば良い結果になると思います。

298
決勝までの期間が長く、仕事している人や転居の可能性がある方は敬遠するかと思いまし
た。

299 決勝戦をテレビ埼玉で生放送する

300
決定戦の記事は偶にしか見たことがないのが現状。この企画や主催、実施計画やその他
諸々が広く県民に知られているか？だ。こんな時代、社会に合ったこの実施の周知方法
や、企画のＰＲの再考が必要かと思う。

301
県のアピールの場としては素晴らしいと思います。
開催場所と、優勝者がクイズおたくみたいな人に偏らないようにしていただければと思い
ます。

302
県のいろいろな面で宣伝になり、明るい未来が生まれると確信します。楽しみにしていま
す。

303 県の魅力をクイズに入れ発信することはいいことだと思います。



304
県の魅力を発掘し郷土愛の醸成を狙うなら「名称」をそれらしい名称に変更したらと思い
ます。

305

県の予算はゼロかと思いますが、クイズ王決定戦の予算額・スポンサー等の出資額、会場
の選定方法について公表すべきと思います。
会場は地域おこしに役立つと思います。会場を無料提供を希望する事業者はいくらでもい
ると思います。仮に名乗りでる事業者がいなければ、県の施設を使用すればいいかと思い
ます。

306
県や市のイベントなどをチラシで気にしている方かと思いますが、募集過程や結果なども
見かけず…もう少し周知して下さい。

307
県庁がこのような下らないことを率先してやることはダサいたまの好例だと思う。即刻止
めてもっと有意義なことに税金を使うべきである。

308 県内VS県外の対決も楽しみ。
309 県内で自画自賛するより、他の地域から注目されるよう努力が必要です。

310
県内にある地産地消決定戦の方が魅力発掘や郷土愛が熟成できる。また、日本中にアピー
ルできる。

311
県内のことでも知らないことが多いので、クイズの質問や解答も県民だよりなどで広報し
て欲しい。

312 県報などで大々的に宣伝したらよいかと思います
313 県民かるたと一緒に開催すると、認知度が上がるかも知れません。
314 県民だけでなく県外の人も沢山参加してもらえば埼玉県の魅力を宣伝出来ると思います。
315 県民にとって興味深いイベントだとおもいます。
316 県民のどのくらいの人が見ているか調査したことはありますか？
317 県民の意識を高めたいのはわかるが、県が税金でやることではないと思う。
318 県民の日に絡められないのですか？
319 県民限定でしょうか？もっと宣伝して盛り上げて行きたいです　企業の応援も必要ですね
320 県民住民の郷土愛醸成の手段として、どの位効果があるか検討して欲しい。
321 見て見たいとは思う
322 見る立場で考えればよい計画だと思います。

323

元々これ自体の存在を知らなかったわけだから広告宣伝が
足りないか目を引く魅力に乏しいかと思います。
年齢に関係なく参加出来るのであれば県内の仲間と参加して
みたいですが上記会場は交通利便性が悪そうに感じるのと
商業施設内での開催は品位に欠ける感じがしました。

324
現在、県民として初めて知った程度なので、特に意見はないが高齢者・青年層にチャレン
ジ心が共有できる演出を期待する。

325
現在の県民が気が付かないところ、見落としていることを再発見するようなことなら望ま
しい。
昨年末のテレビ番組などは、間違いが多くて問題である。

326

現在は加点などで１８歳以下のハンデを加味しているが、無理があると思われので、思い
切って大人と子供は分けたほうがいいのではないでしょうか。
そのほうが小学生とか子どもたちももっと参加が増えるかも。また、無理を承知で言わせ
てもらえるなら、熟年者コースもあった方も、今後の年齢構成を考えたら、おもしろいこ
とかも。もっと県民の盛り上がりも期待できるのでは。

327
個人でも参加できる
もっと多くの市区町村と協力して開催されることを期待する
埼玉クイズ王決定戦の様子を動画で見たい

328 個人戦はないのでしょうか
329 個人的には興味を感じないのですが、やることにはそれなりの意義を感じます
330 公報でもっとＰＲしたら良いと思います。
331 好きな人が集まればよい。
332 広報等で周知し、盛り上げてほしい。
333 荒川以東のさいたま周辺でのみ盛り上がってるイメージがある
334 行かない

335
行われること等を、小中高校生等にも、また、予算が許せば、各市町村でも、広報してほ
しい。

336
行事を初めて知りました。今までどんなクイズが出たのですか。
どんなチームが出てどんな成績だったのですか。

337
高校生クイズでいつも浦和高校が活躍しているので、『クイズ＝埼玉』という認識が大き
くなるのもいいことだと思いますので盛んになるといい。



338 告知をもっと身近なところでもしてほしい

339
今でクイズ決定戦を知りませんでした。いろいろなまちのすてきなところや由緒ある場所
を埼玉県の方が知るいい機会ですね。埼玉県を愛しダサいといわれいようになればうれし
いです。またたくさんの人が訪れ埼玉県の良さを知ってほしいです。

340
今まで、そのような選手権があることを全然知りませんでした。もっと幅広くアピールさ
れれば、県民の関心も深まり、埼玉県への郷土愛も深まるかと思います。

341

今回、埼玉クイズ王決定戦があるのを初めて知った。
今までもあったのだと思うが、全く知らなかったので、PRが足りないのではないかと思
う。
子供の学校を通してチラシを配布したり、スーパーなどにチラシを置いたりするなど、身
近なところで情報を得られると良いと思う。

342
今回、初めて埼玉クイズ王決定戦を知りました。もっと周知してほしいです。チャンスが
あれば、参加してみたいです。

343
今回、初めて知りました。
ありがとうございます。

344

今回のアンケートで、初めてこんなイベントをしているんだと知りました。とても面白い
イベントだと思います。私自身が元々関西の人間で縁あって関東に住むこととなり、元々
埼玉で住んでいた人間ではないので、埼玉について知らないことも多く、同じような方も
多くいらっしゃるのではないかと思います。イベントを通して埼玉ってこういうところな
んだな、と知ってもらう一大イベントとして、もっと大々的に行ってほしいと思いまし
た。

345
今回のアンケートで初めて知った。目的がもう一つ解らない。埼玉の郷土愛を高めようと
云う意図は解るが、「…それで？」という事ではないだろうか。全国に発信するなら、そ
れはそれで理解する。

346 今回のアンケートで初めて知りましたので何とも言えない感じです。

347
今回のアンケートには「どちらともいえない」という回答が多かったですが、埼玉クイズ
王決定戦７回大会の結果、埼玉県の魅力発掘、発信、郷土愛の醸成のために何が必要かの
方向性を見つけることができるかも知れませんので、楽しみにしております。

348
今回のアンケート迄　全く知らなかったのですが　私のような人も多くいるのではないか
しら？　みんなに知らせるにはどの様にすれば良いのでしょうね

349
今回初めて知りました。王になるとどういう特典があるのか、予選ではどういう問題が出
るのか、量などよく分かりませんので、広報したらよいのでは、と思います。

350 今後もこのようなイベントを継続してほしいです。

351
今年第7回の開催まで存在を知らなかったので、もっと認知度を上げる必要があると思いま
す

352
歳を取り過ぎた。覚えていることを瞬時に吐き出すのは若い方にお任せだ。
若い方々に闘争心を煽るのは結構なことと思う。

353 埼玉TVの放送はあるのか。
354 埼玉クイズ王、今まで知りませんでした。今回はぜひ見てみたいと思います。

355
埼玉クイズ王よりも級や段位のある埼玉検定のようなものをネットで参加できたらそちら
の方が多勢の人が参加するのではないでしょうか

356
埼玉クイズ王決定戦が7回目になる事さい知りませんでした。まず埼玉クイズ王決定戦が有
る事を周知するのが第一。

357 埼玉クイズ王決定戦がどのようなものかを知らないので、特に意見はありません

358

埼玉クイズ王決定戦が実施されていることを初めて知りました。
でも、個人的にはそういう大会に出るような方、大会で勝つような方を見出すより、より
多くの小学生や中学生とかに埼玉の有形無形の魅力的なところを実際に見たり感じたりし
てもらい、「埼玉が大好き」と言う若者を一人でも多く増やすご努力の方が大切なのでは
ないかと考えます。

359 埼玉クイズ王決定戦で使用した問題を公式サイトで挑戦することができるようにする。

360
埼玉クイズ王決定戦なるものは、全く知りませんでした。テレビ等で放映されていればわ
かったと思います。放映計画はありますか。

361

埼玉クイズ王決定戦なるものを初めて知った。それも、もう7回になるというので驚いた。
私の周りの人に訊いてももほとんどの人が知らないという。7年も続けていてそのような状
態であるということは、実施しても認知度（埼玉県を知るという本来の目的も含め）の向
上にも郷土愛の醸成にもほとんど結びついていないということだろう。「何かやらねば」
と考えた一部の役人が、テレビ番組の「高校生クイズ」をまねて発案したとしか思えな
い。埼玉クイズ王決定戦にどれだけのコストがかかっているか知らないが、自分の懐が痛
まない税金での事業ということで、お気楽に机上の空論を実施に移したように思われる。



362
埼玉クイズ王決定戦について、中身のピーアールが広報やちらしなどでもっとあると良
い。

363
埼玉クイズ王決定戦について知りませんでした。市の広報やＨＰ，電車の広告などでもっ
とＰＲすれば認知度が高まるのではないでしょうか。

364
埼玉クイズ王決定戦のことは、今回のアンケートで初めて知った。もう少し県政について
勉強しなければと痛感した。

365 埼玉クイズ王決定戦の知識を持ち合わせしてませんので、申し訳ありません。
366 埼玉クイズ王決定戦の知名度が少なすぎる。

367
埼玉クイズ王決定戦は毎年実施しているが、一般の県民が内容等について余り知られてな
いので、もっとＰＲ・宣伝等を要する。　　参加の無料や県内在勤・在住者が対象で、中
学生～高校生も歓迎ですから、私共個人として宣伝活動に協力して参ります。

368
埼玉クイズ王決定戦を大いに宣伝し、新聞、テレビ等で報道されるように広報活動にも力
を入れる必要があると思います。

369
埼玉クイズ王決定戦を知らない人もいるのに、郷土愛がない醸成できると思っているの
か？

370
埼玉クイズ王決定戦を知らなかった。
もっと宣伝をうつべき。
自治体の掲示板や埼玉県内の駅にポスター等の設置などが必要と感じる。

371

埼玉クイズ王決定戦を知らなかった様に、県民にどの様に告知するのか、また決定戦の様
子を埼玉テレビ等で放映するのか（放映していたら失礼しました）、またチャンピョンの
商品は何なのか。決定戦会場で各地の特産物の出品販売・観光案内ＰＲ等も企画されては
いかがでしょうか。

372
埼玉クイズ王決定戦を通して、埼玉の歴史、文化についての深い事柄を全国のみなさんに
発信していくのと同時に、これからの埼玉がどう発展していくかを知ってもらいたいと思
います。

373 埼玉クイズ王座決定戦についての知識がなかった。これから勉強します。

374
埼玉クイズ決定戦が開催されることを知らない方が多いのではないかと思う。埼玉クイズ
決定戦そのものは良いと思うが、イベントの広報を強化すべきと思う。

375 埼玉クイズ決定戦そのものを知りませんので答えようがありません。

376

埼玉テレビで特番を組んでほしい。また、県内のお店や会社に協賛してもらい、参加賞、
賞品などで宣伝できるような体制を。会場にはやはり、県内のお店から出店していただく
場所を確保して、予選の様子、本選の様子を観覧できるようにして、お祭りのようにし
て、埼玉県を知る機会にもなればと思います。(現在そうならばいいのですが)県内の学校
には公私関係なくチラシを配って掲示してもらい、埼玉県人のみではなく、埼玉にお勤め
の人を始め、埼玉が好きという人ならば誰でも参加できるといいのではないでしょうか。
(現在もそうならばいいのですが)。また、優勝者には、埼玉をアピールできる機会に、お
手伝いいただけるような仕組みを考えて、一度きりではなく、次回までの１年間に、活動
できるようなものがあるといいなと思います。2020オリンピック会場を擁する埼玉県です
から、ご来場いただく県外の人、国外の人にも、何かしらの働きかけができるといいです
ね。

377
埼玉といっても広い。このような企画も賛成だが、特産物、産業、スポーツ、施設、地
域、などなどの分野別クイズ王もあっても良いと思う。。すでに実施されているかもしれ
ないがいかが？？？

378 埼玉と言えば何！という自慢できるものが少ない気がする。

379

埼玉に愛着を感じる前に、自分たちの住む「我が街」に対する関心と興味と探求心を持た
なければ埼玉県まで広がらないと思う。
その意味では、小さい頃から、学校でも自由研究などで、自分たちの住む街・村に対して
興味を持つ学習指導をお願いする。
実は、小学校5年生になる孫の夏の自由研究で「さいたま市の浦和宿について」を取り上げ
て、孫と共に一日宿場跡後を見て歩き、浦和を再発見したと喜んでいた。

380 埼玉に関心を持つきっかけになると思う

381
埼玉に住んでいるだけでは、埼玉クイズ王に参加できるほどの知識は得られないので、参
加したい！という気持ちになったことがない。

382

埼玉のＰＲが目的としたイベントだとは思いますが、私のように知らない県民にとって
もっと知らしめ、工夫があった良いかなとの感想です。
県の企画でしょうが、市町村との連携がもっと活性化すれば、今以上に浸透すると思いま
すが。



383
埼玉のクイズイベントでも 他県にも こーいうことをやっていますとみてもらって埼玉県
を印象付けるためにもTVに積極的に取り上げてもらうよう努力し方がよいと思います。
楽しい住みやすい県をアピールして県人口を増やす一助になれば良いですよね

384
埼玉のことと埼玉と繋がりがある場所や何かしらのロケ地とか名物でなくとも衣食住娯楽
工芸とか優れていて素晴らしいものであるなら本にまとめてクイズの出題した内容の勉強
やらガイドブックがわりにできるのがあったら楽しいと思う

385
埼玉のことをよく知るために、会場を埼玉県内のいろいろなところでやるようにして欲し
い。

386
埼玉のことを知ってもらう機会が増えることはとても良いことだと思います。クイズ形式
でやることも興味を引くことになると思います。どんなクイズが出るかたのしみです。

387 埼玉のことを知ってもらえる機会だと思う。

388
埼玉の事がわかるイベントだと思います。
埼玉の事いろいろ知らないと参加できませんね。
いろいろ勉強して参加したいと思いました。

389
埼玉の事をたくさん知りたいので、終わってからでいいのでクイズの内容を
手にいれたいです。

390 埼玉の事を知ることができた
391 埼玉の知らないことを興味深く感じることができたらいいと思う

392

埼玉の魅力としての「埼玉クイズ王」のネーミングは、誤解を招くかもしれませんね。
埼玉県内限定で「一般的にクイズに強い人ランキング」のようにも読めます。
長いですが「埼玉物知り選手権」など、一般的なクイズとは別物として命名してはいかが
でしょうか。

393 埼玉の魅力をうまく伝えられる問題作成に力を注いでほしい。

394

埼玉の魅力を伝える良いアピールだと思いますが、今回のアンケートまで、企画について
知らなかったので、広報が不足してると思います。
開催場所はスーパーアリーナが使えるなら知名度的にスーパーアリーナが良いと思いま
す。

395 埼玉の魅力等を発掘発信しなくとも、今の埼玉県で充分です。
396 埼玉の良い所がたくさん知れそう。

397

埼玉は「ダサいたま」と言われているが、もっと埼玉を知ってもらえれば、埼玉は都会的
な町があったり、文化伝統の点でも抜きんでている場所があったり、スポーツが盛んだっ
たり、様々なプロフィールがあって魅力的な県であるのが分かると思う。それにはもっと
積極的に埼玉の良さをアピールすることが大切だと思います。埼玉の悪いイメージを払拭
して、誰もが住みたくなる県になると良いと考えます。

398
埼玉はあまり良いイメージで取り上げられることが少ないように思えるので、サプライズ
な発見ができてより魅力がアピールできる大会になって欲しいと思う。

399 埼玉はエリアが広く、さいたま市だけでも知らないことだらけだからクイズは無理です。

400

埼玉は交通経路、埼玉都民などの影響で地元意識が分断されている。TVなどでも取材され
た人の知識の偏りがそのまま番組に反映されてしまい、知らない地区についてはムチャク
チャなコメントをされることが多い。
このため、特定の地区だけ知識はあっても県内全域についての基礎知識がない人は上がれ
ないようにしたらどうか。例えば単に正解数だけで見るのではなく、地域ごとに問題をだ
して地区ポイントを渡すことで一地域だけ知っていてもポイントは上限になるだけとし、
全地区をまんべんなく知っている人か残れるようにしてはどうだろうか。
また、地方は江戸時代の大名が出てくるが、埼玉は御家人の領地も多く分断されている。
しかし、幕府の要人はたくさんいる。埼玉は江戸幕府を支えていたことをもっと知っても
らえる質問をだしてほしい。

401
埼玉は広いので県北県南でもかなり移動とかを考えると
場所的に出場しにくい人がいるので各市単位で予選をおこなって最終的にレイクタウンに
すればいいと思う。

402 埼玉を盛り上げる為に、大いに頑張って欲しいと思います。
403 埼玉を全国に発信できたらいい。

404

埼玉横断◯◯◯◯クイズみたいな形で、もっと全埼玉を取り上げた方が盛り上がりそうな
気もする。
出発地点を久伊豆神社にしてみたり、いろいろネタを盛り込む事も出来るのではないかと
思う。

405 埼玉県　郷土　愛　　楽しみです

406
埼玉県アピールには良いのかもしれないですが、県民だけのイベントにはならないように
と思います。



407
埼玉県で生まれ育ったわけではないので、そんな人でも参加できるようなカテゴリーがあ
るとうれしいです。

408 埼玉県に関する知識、魅力を知る機会になるようなイベントにしてもらいたいです

409
埼玉県に詳しい芸能人がいるといい。
最近テレビのクイズ番組がとても見づらい。さいたまクイズ王の方は、テンポよくシンプ
ルに進めてほしい。

410 埼玉県のPRの為、楽しい決定戦になったらとおもいます。成功を祈る。
411 埼玉県のイメージアップにつながるとうれしい。

412
埼玉県のいろいろな事(物産、観光、歴史等)を広く周知することには有意義だと思うが、
「郷土愛の醸成」は観点が違うのではないかと思う。

413

埼玉県の特色や魅力をクイズ方式で行うことはとても良いことだと思います。
子ども、若者にはクイズ番組はとても人気があるし、クイズ方式で
埼玉県を理解していくことは堅苦しくなく、楽しみながら、知識を得ることに
つながります。

414
埼玉県の認知度も以前より高くなっていると思いますがまだまだの面があると思いますの
で各種イベントの実施は必要と思います。

415
埼玉県の魅力を発掘、発信し、県民の皆様の郷土愛を醸成　を目的とするのであれば、賞
金、その他をびっくりするくらいにして話題性を高めないと、一部のクイズマニア尚為の
行事に過ぎなくなると思います。

416 埼玉県の魅力を発掘、発信し、県民の皆様の郷土愛を醸成できる方法は他にないのかな？
417 埼玉県をPRしてください。

418
埼玉県をPRすることで効果はあると思うが、
幅広い年代層に対しては十分効果があるとは
思いません。

419
埼玉県を広く知ってもらうためにはテレビ埼玉だけでなくテレビ東京のクイズ番組でも
扱ってもらえばいいのですが。

420 埼玉県を広く知って貰う事は良いことだと思う。
421 埼玉県を広く認識していただくのに良い機会だと思います。

422

埼玉県を知る、クイズに出る人だけでも知識を増やすことは大変良いことです。観戦する
人も同様です。
クイズに出した質問などを、県民に配布する仕組みがあれば、埼玉県を知る良い機会にな
るでしょう。

423 埼玉県を知る、再認識することができれば。

424
埼玉県在住者でも地元愛が低いとの話を聞くが、小中学生から学校選抜で年代別に予選会
や、長寿会年齢の集まりでの予選会等、幅広い層別の取り組みがあれば、盛り上がるので
はと思う。

425
埼玉県内の観光地、名所旧跡、スポーツ、文化、動植物、名産品（野菜、酒、肉など）、
出身者など様々な分野のクイズの出題を希望します。

426 埼玉県内何ヵ所かで予選を行い、決勝戦を開催する。
427 埼玉県民で40代位までのひとがいかに　興味をもってくれるかが問題。

428
埼玉県民に限らず出場できると良いかと思います（現行そうであればすみません）。埼玉
横断ウルトラクイズなども面白そうです。

429
埼玉県民に魅力をアピールすると言うよりも、県外の人にも興味を持ってもらえるような
魅力あるイベントにしてほしい。

430
埼玉県民は、埼玉の良いところをある程度は知っている。県外の人々に埼玉のことを知っ
てもらうことが重要である。その意味でこのクイズは、もっと、県外のメデイアを使って
PRすべきと思う。

431
埼玉県民へのアピール番組としては良いと思う。が、他県の人に｢埼玉県」に興味を持って
もらうのであれば、今ひとつの企画だと思う。

432
埼玉生まれで小中学校教育を埼玉で受けた人にとって圧倒的に有利だと思う。埼玉在住期
間に応じてクラスを設けて実施すべきだと思う。

433
埼玉内部のみの身内受けで競うのではなく、全国に向けてどう埼玉県をアピールするかを
もっと検討して欲しい。

434
雑学が好きな人、得意な人が出場する場面で合って、埼玉県の郷土愛とはあまりリンクし
ない。ただのクイズ大会で終わると思う。

435

雑誌やテレビ、ネット中継など、県内外への広報があると盛り上がりそうな気がします。
少なくとも県民は全員知っていて当たり前くらいまで、周知されると面白そうです。
小中学校の授業で問題を取り上げたり、県内の学校から代表者が出場するなどしても面白
そうです。



436 三人集まらない場合一人参加も検討すべき

437
参加したい気持ちはあるが恥ずかしがり屋なので私は出られないと思いますが応援してい
ます。

438
参加したくなる飴が必要です。
一次は会場で最低100問（難問）、95点以上100人には賞金を出す等で参加率向上を狙う。
上位者は仲間と二次へ…等

439 参加してみたい

440
参加するとなると、いろいろ勉強が大変ですね。でも、埼玉の再発見があるかもしれませ
んね。これを機会に埼玉再勉強しましょうか。

441
参加する意思はありませんが、ラジオでどんな問題が出るか放送されると楽しく聞いてい
ます。

442 参加する人たちは皆さん頑張ってください。
443 参加できないが見てみたい。
444 参加はできませんがツイッターでの実況があればみたいです

445
参加者だけでなく、応援や関心を持って会場に来た人にも参加出来るようなイベントの開
催。優勝予想投票やグルメ屋台の割引、特産品のお土産など。

446 参加者に対するインセンティブが高いともっといい

447
参加者のみならず観覧する人々も楽しめるような、そんなイベントなら郷土愛が高まるこ
とも望めると思う。周知が行き届く必要があるのでは。

448 参加者は頑張って欲しいです。
449 参加方法や開催などをもっと周知して欲しい

450

残念ながら、パートのシフトが休日に多く、開催日を見ると参加や会場での応援は無理そ
うだけど、放送されるなら楽しみに見たいと思います。
大好きな埼玉について、クイズになるなんてとても素敵。知っていること知らないことの
確認が出来ますね。みんながもっと知りたいと関心を持ってくれるといいなあと思いま
す。

451
残念ながら「埼玉クイズ王決定戦」なるもの、初めて聞きまして答えることができません
でした。

452 残念ながらクイズ王決定戦自体を知らなかったので、特にない。

453
仕事が忙しすぎて参加できないと思うけどタイミングが合うなら参加してみたいところで
す。

454 司会者は埼玉県にゆかりのある有名人がふさわしいと思う
455 始めて知りました。どんな内容か見てみたいと思います。

456
始めて聞いたのでなんとも言えませんが、子どもが社会で地域の学習をしているので、喜
んで参加しそうだなぁと思いました。

457 子どもの部を作ってほしい
458 子供からお年寄りまで広く対象にした方が良い。
459 子供さんも参加出来るのであれば、楽しいイベントだと思う

460
子供と大人を一緒に決勝戦するのも良いが、個人的にはそれぞれの年齢部門(小学生部門や
大学生部門など)に分けてでの決勝戦も見てみたい。

461
子供も参加できる、家族で出られたら楽しいし、記念になると思う。
テレビ中継あればおもしろいかも。

462
市の広報にはかなり目を通しているのですが、埼玉クイズ王決定戦の存在を私は知りませ
んでした。もっと大々的に広報した方が良いと思います。

463 市区町村で予選をやってもいいのでは？
464 思いつかず
465 思い切って参加者を埼玉県民以外の人にすれば、やる意義はある。

466
私の子どもたちは「彩の国かるた」の大会で埼玉のことを覚えた。勝敗や景品がかかれば
真剣に覚えるし、郷土愛も育まれるだろう。「地域」の力が弱まった今、楽しみながら地
域を考えるきっかけがあるのは良いことだと思う。

467 私は参加できないが、楽しそう。

468
私は時間が無いので、細かく埼玉県の事について勉強は出来ませんが、出場できる方々に
は大いに埼玉を勉強して頂き、埼玉県のアピールに繋がれば良いと思います。
出場は致しませんが、タイミングさえ合えば、ぜひ観戦したいと思います。

469 私も年なので知識が豊富ではありません。

470
事前学習ができるようなイベントや番組、冊子、雑誌記事など用意して盛り上げてみたら
どうか。

471 自分は参加したくないが、観戦したいと思う。



472
自分も含めて、周りの人でも知らない人が多いので、もっと広く知られる活動が必要だと
思う。

473 自分も参加してみたいと感じるほど魅力的なイベントである。

474
七回目とは。全く存じあげず失礼しました。郷土埼玉のために、啓発のほど宜しくおねが
い致します。私のようなしらない者のためにも?

475

質問6にあるように、埼玉県の魅力を発掘し発信し県民の郷土愛を醸成するのが目的なら、
全く間違っていると思う。本来の方法は、埼玉県の歴史を正しく学ぶことである。たとえ
ば、埼玉が誇る偉人、渋沢栄一やその周りの方々、寄居町の鉢形城やその城主、吉見町の
吉見百穴や当時の政治の中心の奈良への交通の要所であったことなど、埼玉県民であるこ
とを誇りに思える歴史的事実が、あまり教えられていない。教育内容を省みる必要があ
る。

476 質問内容にも興味があります。盛り上げてほしいと思います。頑張ってください。
477 実施する以上、広報、宣伝等ＳNSも活用して認知度を上げる必要がある
478 実施には意義があると思う、見学をしたい。

479
若い時代にあれば参加したいと思った。
県の魅力アピールのため大いに発展を期待している。

480
若い人に関心を持ってもらうのには、絶好の機会だと思います。こういう催しはぜひ続け
てほしいです。

481 若かったら参加したいところですが、どんな質問が出るのか興味あり。
482 主催者の期待が参加者の気持ちにつながるとよいですね。

483
主催者はどこですか　クイズばやりなので埼玉県の魅力までだせますかね
心配です

484
趣旨がよくわからない
目的と目標、方法、広報などをよく吟味すべき

485 住んでいる土地について興味や知識を持つことは良い事だとは思います。

486
出てみたい気はするがそこまで詳しく知らないので、出る勇気がない。
できたら過去出題された物など、HPで簡単にできたら面白い。

487
出場したい気持ちはありますが、かなり勉強しないと無理だとわかっているので、実際は
難しですね。

488
出場者が増えると盛り上がると思います。また、会場がレイクタウンのようにたくさんの
人が集まる場所だと、自然と観客が増え、認知度が高くなると思います。

489 出場者のどのあたりを対象にしているのかがわからない。（例えば、学生または一般）

490
出来るだけ多くの人が参加できるよう、予選はもっと多くの地で行ってほしい。３か所で
は不満。予選だから１０か所くらいを、県内くまなく設定してほしい。

491
初めてクイズ決定戦があると知り、どういう内容かは知ってみたいが、TV放送などもして
ほしい。

492 初めて知った もっと認知度を上げればいいと思った
493 初めて知った。対象は？
494 初めて知ったのでなんとも言えない
495 初めて知り、興味を持ちました。

496
初めて知りました。もっと各市町で広め、自分の地域から出場する方がいれば興味はわき
ますが。

497

初めて聞いたイベント内容に驚いています。つまりは、埼玉に関することが問題として出
題されているわけですね。あなたはどのくらい埼玉に詳しいか、周囲に埼玉の情報を発信
しているか、を問われるわけですね。埼玉県について、もっと勉強し、知識を蓄えてから
埼玉クイズ王決定戦にチャレンジしてみたいと思います。

498 諸事情もあるかもしれませんが、テレビ放送も検討されては如何でしょうか。

499
小学生など、子供たちが参加できると楽しいです。
どうぞよろしくお願いします。

500 小学生大会してほしい
501 小学生大会とかあれば面白いと思うし、それに向けて学校で勉強出来たら良い
502 小生は埼玉クイズ王決定戦には残念ですが関心がありません。

503
小中学校のクラブ活動などに導入されたらいいなと思います
埼玉について知るうちにいろいろな知識がついてくれば良いと思います

504
小中学生に模擬問題を配ってみてはどうだろうと思う。遊び心と探求心と商品に目がくら
んで、郷土愛が育たないだろうか、と思う。小中学生が優勝した場合は、タイ旅行ではな
いほうがいいと思うけれども。

505 小中学生を中心にしたカテゴリーを作ってみてはいかがでしょうか。
506 詳細についてよく分からなかった。



507 賞品などの紹介をお願いします。
508 情報が全くないので、もっとプロモーションしてもいいと思う。
509 色々な世代の方が参加できる様ならいいと思う。
510 新しい埼玉の発見がありそう。

511
新潟県で生まれ　学校も新潟県　それから神奈川県　静岡県　東京都　新潟県　今は埼玉
県です。埼玉県を　もっと知る絶好の機会として　期待してます。

512 新県民は面白いかもしれないが、旧県民は不愉快な企画だと思います。
513 新都心や埼スタでやらなきゃ
514 申し訳ありませんが余り興味が無いので意見、要望等は在りません

515
申し訳ないのですが、あまり必要性を感じません。
主要民放テレビ局で放送されるならまだしも、埼玉ローカルならわざわざお金をかけて実
施しなくてもよいのではないかと思います。

516
身近なスーパーなど誰もが、見る場所にポスターなど貼って周知のし、予選は参加しやす
い近くの公民館などで実施されると良いと思う。

517 世間に届く様宣伝を！

518
世代間のコミュニケーションを図り青少年高齢者の認知度を高めるうえで素晴らしい行事
であり教育と考えます。

519
盛り上がると良いと思います。
ご当地キャラの人気投票と抱き合わせでやったりすると面白いかもしれません。

520
税金の無駄。
即時中止。

521
税金の無駄遣いにならないようにお願いしたい。クイズ大会よりキャンプ場の整備とか、
県立の観光資源をもっと多くしたらどうでしょうか？

522 税金の無駄遣いは止めて欲しい。他に資金を回す事業はたくさん有る筈だ。

523

税金を使って行うような施策でしょうか。
財源には限りがありますので、このようなものに税金を使わないで下さい。
本来、観光協会や商工会等の団体が主催し、掛かる経費全額を、参加者からの参加費用や
出店の出展料・民間企業、団体等からの協賛金で賄うべき性質のものです。

524 税金使ってやることとは思えない。

525
昔のウルトラクイズのように、体力も使うようだと面白いと思います。
また子供向けの大会も開いてほしいです。

526 宣伝不足
527 川越など観光地で実施し海外へも発信するのもよいのでは
528 川越周辺で予選会を行ってほしい
529 全く興味ありませんので、分かりません。
530 全く知らないし、興味もないです。
531 全く知らなかったので広報頑張ってください
532 全国に埼玉県を大いにアッピールできる内容を希望
533 全国ネットに広がる催しになる事を希望します。
534 全国の人に埼玉のよさを知ってもらえたらいいじゃないかな

535
全国や首都圏、東京への放映などご検討ください。全国に埼玉の魅力を伝えてほしいで
す。

536 全国区に取り上げられて、埼玉の魅力が知れ渡ったら良いと思う。
537 全国的に有名なイベントになって欲しい。

538
全国放送、全国紙でPRして、県民のみならず、広く知らしめたほうが盛り上がるのではな
いか？

539 全然知らない。クイズはわからない

540
息子がクイズ選手権に興味があります。多くの選手権があるのは、誠に結構な事だと思い
ます。

541 続けて下さい

542
孫が高校のクイズ部に参加しています。孫とタックを組んで出場できたら良いと思いま
す。

543 他の県にアピールできると、さらに良いかな。
544 他県の人にも埼玉の魅力を発信するイベントになればよいと思います。
545 大いにアピールできるような方法は身近な場所で行う事でないかとおもいます。
546 大いに盛り上げて下さい。
547 大きなイベントになって、他県からの出場者もどんどん増えたら楽しいなと思います。

548
大人の部・子供の部を、より細かく設定して、だれでもが参加できるような工夫をしてい
ただきたいと思います



549
大人も子供もクイズは大好きですよね。それがキッカケで埼玉の事を勉強出来て新しい事
を知り、覚え共有できたら良いのではありませんか？何か楽しみながらでないともう覚え
られない年齢になりました…｡

550 大勢参加参加して。盛大に開催できることを願っています

551
大変良い企画だと思いますが、参加する場合の交通の便を考えてほしいと思います。
車を使わない者にとって参加機会が少なくなる。

552
単なるテレビ番組のようです。埼玉の魅力を発掘・発信するなら、違う方法があると思い
ます。農産物・観光行事・住みやすさをアッピールすることでしょうか。

553
知らない人が多いと思いますが、継続することが重要と考えています。改良を加えながら
継続してください。予選の開催都市はもう少し増やしても良いと思っています。

554 知らなかった。面白い企画だと思った。
555 知らなかったので　TVでやるなら　見てみたいと思います

556
知らなかったので、ぜひ盛り上げて知名度を高めていただき、県内の高校生同士で戦わせ
たり、県内だけで盛り上げられたらいいと思いました。

557 知らなかったので、周知されていないと思う。

558
知らなかったので期待もあまりないけど
ポスターなどで認知度を上げる必要があるかなーと思います

559 知らなかった催しですが　面白いかも知れませんね。と今　思いました。
560 知りませんでした！ぜひ宣伝してほしい！
561 知りませんでした。色々企画しているんですね。
562 知名度アップを考えるべき。

563

知名度がなさすぎる。
埼玉にもう30年以上住んでいるが聞いたことがない。
郷土愛云々を心配する前に、まず知名度を上げてから、埼玉の魅力を感じてもらうことが
できる。

564
知名度が少ない。各市町村から予選を勝ち進んで市町村を代表したチームが戦えば郷土愛
も芽生えるのではないか

565 知名度を上げるために、SNS等でもっと発信した方が良いと思います。
566 知名度を上げる必要がある
567 地域バランスを考慮しての3会場だろうが、北部地域（秩父・熊谷）がのぞかれている。

568
地元にこのような企画があったことを知りませんでした。県を知ることになりますし、よ
い勉強にもなると思います。

569
地元振興のために色々とやってみるのはいいことだとは思いますが、どうしても埼玉でこ
れだ！！と思うようなことが思い浮かばず・・・。むしろ観戦などで魅力を感じたいとは
思いますが、観戦の手段なども記載されておらず・・・。

570
地場ネタを盛りだくさんに、出題下さい。老若男女楽しめるように郷土史からの出題もお
願いいたします。

571 畜産、農産物のPRも兼ねられるとよい
572 中学校対抗などにすれば、たくさんの人に知ってもらえると思います。

573
珍しく面白そう。テレビ埼玉で中継して欲しい。テレビ中継されるとしたら上田知事はゲ
ストで出席されるだろうが、清水さいたま市長や地方議員の人も参加して欲しい。

574

当埼玉クイズ王決定戦は、埼玉県の魅力を発掘、発信し、県民の皆様の郷土愛を醸成でき
る一つの良いツールだと思います。
こればかりではなく、他の手法でも複合的、多重的に推進していくことが肝要と考えま
す。

575
同じ額の投資をするならば、他の方法（主要は駅前で魅力を発信したり、パンフレットを
配布したり）の方が、期待できると思います。

576
特に　広報の方はテレビ　新聞などへ事前周知徹底して　さいたまを発信できるようがん
ばってください。

577

特にない
県で開催しているとは知らなかった。
税金が投入されていない事を願います。
興味ない人にとってはくだらない。

578 特にない。わざわざ開催することもないと思う。
579 特にないがアピールが不足していると思います。

580
特に開催する必要がない。
もっと自然環境の改善に力を入れてもらいたいです。

581 特に二回目から下火にならないようにするのが重要と思います。
582 認知していませんでした。



583
認知度がまだまだ低いように思いますが、とても興味があるので、新聞折込チラシなどに
告知チラシが入るといいなと思います。

584 認知度が低いと思います　聞いたこともありませんでした
585 認知度が低いように思う。知らない人は全く知らない。

586
年数続けていけば、お祭りの様に楽しめるかもしれないがとりあえずクイズに出る人しか
楽しまない、楽しめないので、一緒にB級グルメやイベントと決勝をだき合わせたら良さそ
う。

587 年齢がもう少し若ければ挑戦したいと思う。
588 年齢及び開催地域の遠隔地のため参加は無理と感じました。

589
年齢別とか階級でも有りなのでは、でさいたまTVで実況、賞金は１００万盛り上がりま
す。

590 年齢別にしてもらったら出場するかもしれない。
591 年齢別には出来ませんか？
592 年齢別や、小中学とか、若年と、老年とか、分けたらどうかなと感じました。

593

飯能市でも開催されるとは知りませんでした。飯能市ではご当地検定を行い（現在４回実
施）皆様に飯能を知っていただく活動をしています。（県外からの受験者もおられる）
問題出題者の一人でもありますが、広報が不十分だと思います。
各市町村から１チーム選出して競つて埼玉県の認識が強まればよいと思います。

594 費用対効果は十分に検証してほしい。

595
幅広い年代の開催を期待します。生き生きとした各世代の活躍をさいたまに活かしたいで
す。

596 分からないものは答えようがない。
597 放映するのですか。観戦したいです。
598 放送時にはh視聴したい
599 某クイズ特番のように、高校生大会もやったらどうかと思います。
600 北部地域からも参加しやすくするために、予選の会場を北部に一つ追加してほしい。

601
本アンケートを見るまで、そういうものがあることを知らなかった。今後も興味を持つこ
とは無い、と思う。

602
本企画のように埼玉県の魅力を発掘、発信することで、より多くの方に地元埼玉に興味を
持ってもえれば、良いと思います。県外の方にも埼玉県の魅力を発掘、発信することで、
実際に訪れてもらえたらいいですね。

603
毎年、開催場所を変更すれば　参加しやすくなると思います。近くで開催されれば　関心
も持てる。

604 無駄なことに血税をつかうのですね

605
名産、特産に関するテーマは、もちろんですが、埼玉県を内外にアピールする機会ですの
で、意外と知られてない事や、そんな所がある・出来る等の紹介が出来ると良いと思いま
す。

606 名称をもう少し派手にしたらどうですか？例えば、ドーント埼玉クイズ王決定戦とか。

607
名前を知る程度で実質内容等知りません。県の広報紙等目を通しているつもりですが、ク
イズの内容等どの様なものか知りません。もっとPRが必要かと思慮します。

608
名前を聞いたことはあるが、詳細はあまりわからない。もっと、周知する必要があるので
はないか？

609
面白い企画だと思います。
大人でなく、小学生、中学生、高校生など、若い世代を対象にした方が、郷土愛に繋がる
と思います。

610
問題が難しく
大人むけ。
万人が楽しめる企画をもりこんで欲しい。

611
優勝に海外旅行なぜ？県の魅力発進にはクイズ王の副賞は県内の旅館・ホテルを選べたり
（または姉妹都市など）、クイズ王のタスキをかければ各所の無料パスポート代わりとな
り色々遊べる、その内容をテレ玉でロケ番組が面白いしクイズ王のＰＲにもなる

612
優勝賞品など参加者にとって魅力的ですが、認知度を高めるためには、優勝者を県内のイ
ベントに招待して宣伝するなどもよいと思います

613
予選は、埼玉百問などのチラシで自由応募させ、チラシは、スーパー直売所駅に置き、そ
の点数で会場予選にすれば、参加者増大、告知浸透が図れる。今の方法では広がらない。

614

予選会場は、もう少し多い方が参加者が増えると思います。
最寄の地域に予選会場がないと参加意欲がなかなか湧いてきづらい。
場所はイオンレイクタウンでも悪くはないと思うが、個人的には「さいたまスーパーア
リーナ」の方が埼玉を代表する場所としては相応しい気がします。



615 予選会場はもっとたくさんあった方が良いと思う。
616 予選会場を10会場程度に増やしてほしい

617
予選開催～決勝まで、積極的にSNSで宣伝したほうが良いです。毎年開催されているなら
ば、専用アカウントを作る。

618 予選段階では開催地に偏りが無いような気配りが必要。
619 余り興味がない。
620 幼稚園児も参加できるようになると良いと思います
621 良い企画だと思います。
622 良く分かりません。
623 歴史から現代のレアな問題まで、年齢に差が付かないような問題を望む。
624 老若男女の混在チーム結成は郷土愛を生みやすい。
625 話題にはなると思うが、魅力の発掘にはならない。


