
ＩＳＦＪ政策フォーラム 2013 発表論文 

1 
 

ＩＳＦＪ２０１３             政策フォーラム発表論文  

祭りで地域のつながりは再生でき

るか1 

行政が住民主体の祭りを作るには 

千葉大学 倉阪研究会 都市・交通分科会 

磯部大輔、小川和也、静谷佳美、 

武居礼夏、柳橋ひとみ 

２０１３年１１月 
 

                                                      
1 本稿は、２０１３年１１月３０日、１２月１日に開催される、ＩＳＦＪ日本政策学生会議「政策フォーラム２０１

３」のために作成したものである。本稿の作成にあたっては、倉阪教授（千葉大学）をはじめ、多くの方々から有

益且つ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、主張

の一切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム 2013 発表論文 

2 
 

ＩＳＦＪ２０１３             政策フォーラム発表論文  

祭りで地域のつながりは再生でき

るか 

行政が住民主体の祭りを作るには 

 

 

２０１３年１１月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＩＳＦＪ政策フォーラム 2013 発表論文 

3 
 

要約 

本論文では、近年多くの地域で盛んに行われている「市民まつり」を、現在では失われつつ

ある「地域のつながり」の再生に寄与するものとして取り上げ、その効果について論じる。そ

のうえで、現行の「市民まつり」がどのように実施され、どのような影響を社会に与えている

かということを、先行研究の分析も含めたリサーチによって導き出す。この結果について私た

ちなりの考察を加え、現在の「市民まつり」の問題点を洗い出し、それに対するアプローチを

提案していく。 
第一章では、「鎌ヶ谷市市民まつり」や「よさこい祭り」などの具体的な市民まつりについ

て触れながら、「市民まつり」の概要を説明していく。具体的には、「市民まつり」の開催状

況や、「伝統的祭り」との比較から見る市民まつりの特徴などを取り上げている。地域の活性

化は「市民まつり」の目的の一つであるが、私たちは、「市民まつり」の目的として「地域の

つながり」の醸成があることをとりあげる。地域の活性化のためには様々なアプローチがある

が、「地域のつながり」の醸成に最も有効なのは「市民まつり」であるということを、独自の

比較・分類によって示す。 
第二章では、一度「市民まつり」から離れ、「地域のつながり」について述べていく。私た

ちが考える「地域のつながり」は、「人と地域とのつながり」と「人と人とのつながり」の 2
つから成り立つ。この双方について、どういったものを指しているのかの解説をし、両側面か

ら「地域のつながり」が社会にとっていかに重要であるかを論じる。「地域のつながり」の重

要性を確認したうえで、これが現在の社会では希薄化していることを問題として提示する。 
第三章では、「市民まつり」に話を戻し、先行研究の分析を行う。有名な祭りを取り上げた

先行研究の中でも、「地域のつながり」の醸成について触れられたものは多くあり、祭りの有

する効果を確認することができる。また、私たちと同じく、祭りのコミュニティ形成効果につ

いての分析を行った先行研究も存在することが分かった。総じて、祭りは「地域のつながり」

の醸成効果を確かに有しているということが確認できる内容である。しかし、これらの先行研

究には限界がある。それは、ある特定の祭りや地域について取り上げたものばかりであるとい

う点だ。本論文においては、この先行研究の限界を突破し、地域の特性によって左右されな

い、より普遍的な祭りの有する「地域のつながり」醸成効果について述べていきたい。 
第四章では、「市民まつり」の有する「地域のつながり」の醸成効果の検証や、「市民まつ

り」の現状などを知るべく、私たちが実際に行ったリサーチについて述べる。はじめに、大学

生を対象として行ったアンケート調査について解説し、次に、その結果を踏まえて行った祭り

の実行委員会を対象としたアンケート調査について説明する。最後に、アンケートに協力して

いただいた実行委員会の中からいくつかを抽出して行った、ヒアリングについて記す。これら

3 つのリサーチから、「市民まつり」の「地域のつながり」の醸成効果を確認することができ

たが、実際にはその効果を十分に発揮できていないということも分かった。この原因となって

いる問題点として、運営主体について、若者の参加について、地域の特性についての 3 点が洗

い出された。 
最終章である第五章では、前章での分析を活用し、「市民まつり」が「地域のつながり」醸

成の効果を十分に発揮するために、どのようなアプローチが必要かについて述べる。住民主体
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の「市民まつり」を作る方法、若者の参加を促す方法、地域の特性を生かすことの重要性とい

う 3 本だてにし、前述の問題点それぞれにアプローチする提言を行った。 
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はじめに 

祭りというものには、地域のつながりをつくる効果があるのではないか。そして、それ

は地域のつながりの希薄化が引き起こす諸問題の解決策の一つになりうるのではないか。

私たちはそのような考えのもと、祭りが地域のつながりを再生することができること、そ

してどのような祭りがその再生に効果的なのかを研究していった。祭りに関する先行研究

はすでにいくつか存在するが、それらはある成功事例をとりあげてその効果を分析してい

るものが多く、先行研究から一般的な教訓を見つけていくことが難しいと感じた。私たち

はそこで、広く祭り全般を対象にし、問題点や失敗事例を探った研究を行っていくことと

した。そのために、学生に対するアンケート、祭りの実行委員会に対するアンケート、そ

して祭りの実行委員会の関係者に対するヒアリングを行っている。 
 先行研究や他の政策との比較、そしてヒアリングから、実際に祭りには地域のつながり

をつくる効果があるということが言える。祭りをつくる過程における一体感の創出効果

は、ヒアリングで強く語られたものでもある。しかし、その一方で、祭りの定着などに関

するさまざまな問題点や課題を発見することもできた。本研究では、祭りを通じた地域の

つながりの再生に関する各地での取り組みの参考になる用、ヒアリングやアンケートなど

から得られた教訓をまとめることとしたい。 
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第 1 章 政策としての「市民まつ

り」 

第1節 「伝統的祭り」と「市民まつり」 
東日本大震災から約 2 年と半年。復興の進むなか、東北各地では、街の大きなイベントで

あった祭りの復活が住民に元気を与えたというニュースがちらほらと聞こえ始めている。2013

年 9 月 3 日、岩手県釜石市において「釜石よいさ」が 3 年ぶりに復活した。26 年前に街を明る

くする目的で始めた祭りを、「街のあかりを取り戻すため市民が一丸となろう、と若手が中心

になって再開することになった」2ものだという。 

 現在、多くの自治体でこの「釜石よいさ」のような「市民まつり」が開催されている。東

京、千葉、神奈川、埼玉の一都三県で「市民まつり」と呼べるような祭りを行っている自治体

の数を集計してみると、全 212 市区町村(東京 23 区を含む)のうち、半数を超える 140 強の自治

体で「市民まつり」が行われていることがわかる。特に農村部よりも都市部の自治体において

「市民まつり」を開催する自治体が多かったり、自治体によって祭りを紹介しているホーム

ページの仕様は異なったりするが、「市民まつり」を実施している自治体は「市民の手で作り

上げた」「協働」などといった単語を祭りの紹介ページに全面的に折りいれ、祭り内容を紹介

していることが多い。 

そもそも、祭りは大きく 2 つに分けることができる。「伝統的祭り」と、「市民まつり」で

ある。「伝統的祭り」とは、神社仏閣をその中心とし、宗教性や伝統に基づいた、祭礼や奉

納、年中行事、またはそれらが元となっているものを指す。一方、「市民まつり」は、行政や

企業、あるいは町内会や自治会、商店街など地域住民がともに企画運営する、地域の活性化や

観光 PR などを目的とした祭り、およびイベントである。後者に関して具体的に言えば、中心地

の駅前や公園などを舞台に、フリーマーケットや地元企業の販売ブース、市民団体の活動の発

表や近隣学校の生徒の活躍を紹介するものであったり、あるいは地域の特産品に関連した催し

物だったりと、その内容は広くあるだろう。私たちは、ふたつの祭りのうち、行政の政策とし

て行われるものとして、後者の「市民まつり」の広がりに興味をいだいたのである。 

 

第2節 「市民まつり」の目的 
ホームページの例からもわかるように、「市民まつり」の多くは、地域の PR や地域の活性

化、地域のつながりを深めることなどを目的、あるいは念頭に置いて開催されている。千葉県

内のいくつかの「市民まつり」を例に祭りの開催目的を調べてみよう。 

                                                      
2「釜石よいさ、復活へ 震災で休止 3 年ぶり 実行委、9 月向け寄付集め／岩手県」 
『朝日新聞』2013 年 6 月 28 日付朝刊 
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例えば鎌ヶ谷市。39 回目を迎えた「鎌ヶ谷市民まつり」は、今年、鎌ヶ谷市に縁のあった相

馬氏との関連から、福島県相馬市で行われている伝統行事・相馬野馬追いを招聘するなど、祭

りの内容と同時に開催目的から見直しを実施した。新たに定められた祭りの目的は 3 つにまと

められており、「(1)「鎌ケ谷」を再発見すること、(2)「鎌ケ谷」を結びつけること、(3)「鎌

ケ谷」を発信することを目的に実施する。特に今年は、“鎌ケ谷を結び付けること”、“鎌ケ 

谷を再発見すること”を重点方針として実施する3」とされた。 

習志野市の例も見てみよう。今年、2013 年に行われた「習志野「市民まつり」 きらっと」

は 1994 年の開催から 20 回目を迎えた。この祭り「習志野市らしさを生み出し、ふるさと意識

を育み、まつりを次世代へ継承する4」ことを目的に始まっている。これらだけでは例示にすぎ

ないかもしれないが、その目的を参照するだけでも、「市民まつり」には、地域の活性化や結

びつき、また地域内外の住民に対する魅力の発信・PR を目的としているものだということがわ

かっている。 

そのような目的からスタートしたものが、やがて全国で鳥毛られるほどに有名となった祭り

も存在している。高知の「よさこい祭り」のように、北海道・札幌での「YOSAKOI ソーラン祭

り」と合わせて全国に広がっていったものや、東京・高円寺で行われる「東京高円寺阿波おど

り」も十分に有名となった祭りだろう。 

前者のスタートは 1954 年。1950 年の南国高知産業大博覧会で披露され好評を博したという

「新しいよさこい踊り」をもとに、高知市と高知商工会議所が商業と観光の活性化の目的で始

めたものである5。「成功を一過性で終わらせたくないと行政の協力を取りつけ、昭和 29 年に

は既に定着し活況を呈していた徳島県の阿波踊りをふまえ、不況の沈滞ムードを一新する、高

知市民の祭りとして位置づけられるに至った」6のだ。 

「東京高円寺阿波おどり」についても、スタートは商店街の活性化であった。1957 年、高南

商盛会(現高円寺パル商店街)で青年部の発足を記念として、隣町阿佐ヶ谷で行われ盛況だった

七夕祭りに対抗して行われたのが、いまの祭りのもととなる「高円寺ばか踊り」だったのだ7。

商店街の活性化という目的を超えて、行政を通じての友好使節や福祉活動という側面も、現在

では持ち合わせている。 

 

 

第３節 地域の活性化を目的とした政策の中

での「市民まつり」 
地域の活性化を目的とした行政の政策は、「市民まつり」以外にも多くのものが行われ

ている。ゆるキャラやご当地グルメの製作、あるいは街コンや大型ショッピングセンター

の誘致などもその例として代表されるだろう。 

＜図 1＞は、多くの自治体が行っている地域の活性化を目的とした代表的な政策を、そ

の対象とする人物同士がふれあいつながりを築ける可能性と、その対象とする人物の年齢

層や性別、社会的立場などターゲットの広さという 2つの軸に分類したものである。 

各項目の分類をいくつか具体的に見てみよう。例えばゆるキャラは、対象とするター

                                                      
3 鎌ケ谷市役所「第 39 回鎌ヶ谷「市民まつり」概要」 
(https://docs.google.com/file/d/0ByTUBpuhSZI9Q1dSUlRyTmQyQUk/edit?usp=sharing) 
2013/10/29 取得 
4 習志野市役所「第 20 回記念「市民まつり」『習志野きらっと 2013』」 
(http://www.city.narashino.lg.jp/konnamachi/maturi/kiratto/kiratto2013.html) 2013/10/29 取得 
5 増山尚美(1999)「YOSAKOI ソーラン祭りの拡大に拡大に関する一考察」 
『北海道女子大学短期大学部研究紀要』36 号 
6 増山(1999) 
7 NPO 法人東京高円寺阿波おどり振興協会『高円寺阿波おどりの歴史』 
(http://www.koenji-awaodori.com/about/about05.html) 2013/10/29 取得 
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ゲットの広さはそれなりにカバーできるが、対象とする人物同士のふれあいについては、

個人個人がそのキャラのファンのような行動を示すに留まるものであるから、その可能性

が低いものとして分類することができてしまう。少子化対策や住民誘致など様々な目的を

持ち合わせているであろう街コンについて見ても、対象人物同士のふれあう可能性は高い

ものであるが、そのターゲットの狭さについては言うまでもない。大型企業を誘致するこ

とは、地域経済の活性化には大きく貢献する可能性があるが、地域の人物同士のつながり

という面では高い効果は期待できない。地域のスポーツ大会は、「市民まつり」と同じよ

うな性質を持つものと言えるだろうが、運動会と文化祭、どちらがより生徒同士のつなが

りを深めるかということを考えることで、やはり「市民まつり」の比較優位性を見て取る

ことができるだろう。 

 

＜図 1＞ ＜主な地域の活性化を目的とした行政政策＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （出典）筆者作成 

 

地域が活性化すること自体には、様々な方向からアプローチすることが可能である。経

済的な側面を重視したり、観光的な側面を重視したり、人間的な側面を重視したりといっ

た具合だ。しかし、地域のつながりというものは、多くの人々がふれあうということが何

よりも大切になるものだろう。そのためには、「市民まつり」が最も効果的であることが

このように分類することで鮮明になってくる。 

 

 

 

対象とする人物同士のふれあう可能性 

対 象 と す る タ ー

ゲットの広さ 

●←「市民まつり」 

●←地域のスポーツ大会 

●←ゆるキャラ 

●←ご当地グルメ・特産品 ショッピングセンター誘致→● 

●←街コン 

●←街並み再生 
●←大型企業誘致 

●←TV、映画等のロケーション誘致 
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第２章 「市民まつり」の社会的

意義 

第１節 つながりが希薄な現代社会と「市民ま

つり」政策 
前章でみたように、「市民まつり」は、老若男女、地域内外に住むだれでもを対象にす

ることができるなど対象とするターゲットが広いうえ、市民のあいだのコミュニケーショ

ンを促進させるという効果が期待できる政策と考えられる。このような政策は、現下の社

会的な状況を踏まえると、今後、ますますその社会的意義が高まっていくものと考えられ

る。 
 現下の社会的な状況、これを端的に示すと、「地域のつながりの希薄化」という言葉で

言い表せるのではないだろうか。私達たちはこの「地域のつながりの希薄化」が、「人と

地域のつながり」と「人と人とのつながり」の 2 つの面で起こっていると考える。 

第2節 「人と地域のつながり」の希薄化 
まず、「人と地域とのつながり」とは、自分が住んでいる地域に対して住民が抱く愛着

のことを指している。簡単に言えば、住民が自分の住んでいる地域を好きだと思う感情そ

のもののことだ。この感情があることによって、住民は自分の地域に対して誇りを持ち、

積極的に住民が地域への貢献意識や帰属意識を持つのではないかと考えられる。例えば、

地域で行われている清掃ボランティアなどに目を向ければ、貢献意識の表れを確認するこ

とができる。ごみ拾いなどを行う清掃ボランティアは、自分が住んでいる地域を大切に思

う気持ちから行われているものであるだろう。きれいにしておかなければ住みにくくなっ

てしまうためといったような、消極的な理由もあるかもしれないが、それだけならば行政

や他人に任せてしまうこともできる。自ら進んで清掃ボランティアを行うということは、

地域が好きであるから大切にしたいという感情からの行動であると言えるだろう。また、

このような行動が大々的に行われていくようになるにつれて、自分の地域内はもとより、

他の地域にまで影響を及ぼし始めるようになるのではないかと考えられる。上記の清掃ボ

ランティアを例にするならば、活動規模が大きくなるにつれて、自分の地域内における

人々の清掃に対する意識やごみの分別などの高まりだけにとどまらず、地域外にまでその

活動が伝わることによって、その地域の PR などに繋がるという効果までもが得られると

いうことだ。このように、住んでいる地域が好きであるという感情から、地域や住民のた

めに役立つことをしようという意識が醸成され、結果として地域内における様々な活動の

活性化や、最終的には地域外への PR といった効果にも繋がるのではないかと考えられ
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る。一方で、住民の抱く地域への愛着が希薄化すれば、住民の自分の地域に対する誇りが

失われ、住民の地域への貢献意識や帰属意識も薄れ、地域自体の活力が失われていくだろ

う。地域でのつながりに対して意識を持たない住民が増加することは、地域全体のつなが

りを弱めることに直結していく。地域のために役に立とうといったような貢献意識が希薄

な地域では、地域の清掃ボランティアなどのコミュニティ活動、福祉活動などをサポート

する市民活動の実行力も低下していくのではないか。以上のことから、「人と地域のつな

がり」は重要なものであると言えるだろう。 

 

第３節 「人と人とのつながり」の希薄化、そ

してその引き起こす問題 
次に、「人と人とのつながり」とは、言葉の通りであるが、住民の間に構築される信頼

関係を指すものだと捉える。現在の日本では、こういった人と人とのつながりが希薄化し

ているのではないだろうか。内閣府が昭和 51 年から平成 25 年までに行った「社会意識に

関する世論調査」では、近所付き合いに関する意識の報告がされている。＜表 1＞これに

よると、近所の人と「親しく付き合っている8」と回答している人の割合が減少し続けてい

る。一方で、「付き合いはしていない9」と回答している人の割合は増加し続けている。ま

た、2007 年に内閣府が出した『国民生活白書』においては、近所での付き合いの程度につ

いての報告がなされている。＜図 2＞特筆すべきは、日用品の貸し借りをしたり相談をし

合ったりするような、生活面で協力し合う関係にある人の数が 0 人である（つまり、いな

い）と答えた人の割合が、65.7％も占めているということである。確かに、近所へのおす

そ分けや用事があるときには近所の友達の家に自分の子供を預けるという習慣も少なく

なった。隣の家に調味料を借りに行くというシーンも、過去の日本においては珍しくな

かったようであるが、今はほとんど目にすることはない。むしろ、第一章で挙げた大学生

の例のように隣にどんな人が住んでいるのかが分からないというような状況が増えている。

都会では特にマンションなども多く、地域住民が互いに知り合い同士であり、地域住民の

間である程度の信頼関係が成り立っているということは、稀になってきているのである。

隣に誰が住んでいるのかがわからない仕組みとなっているプライベートマンションが存在

するように、人と人とのつながりを避ける人がいるのも現代社会の特徴であると言えるか

もしれない。上記のことから、以前の社会と比較して、現在の社会においては地域におけ

る住民同士のつながりが希薄化しているということが確認できる。これまで述べてきた住

民同士のつながりの希薄化は、地域内における「見守り効果」の弱まりにつながる。地域

内における「見守り効果」とは、つまり、一つの家庭に対する外からの視線のことである。

これが働いていることによって、異常が起きているときに気付くことができるという効果

に期待ができるということだ。近所の人と生活面で協力し合う関係にあるならば、互いの

体調や家庭状況の変化などにも気付けるはずである。近年、その件数が増加傾向にある虐

待や孤独死といった社会問題は、地域の住民同士のつながりが希薄化し、地域内における

見守り効果が弱まったことに由来していると考えられるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8平成 14 年以降の選択肢の文言は、「よく付き合っている」に変更されている。 
9 平成 14 年以降の選択肢の文言は、「全く付き合っていない」に変更されている。 
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＜表 1＞ 

 親しく付き合っ

ている 

付き合いはして

いるが、あまり

親しくはない 

あまり付き合っ

てはいない 

付き合いはして

いない 

S50.12 52.8 32.8 11.8 2.8 

S51 51.7 32.8 12.4 2.6 

S52 44.9 32.8 17.3 4.3 

S53 44 35 16.9 4.6 

S54 44 34 16.9 4.6 

S55 43.9 33.7 16.9 4.9 

S56.11 45.2 33.8 16.1 4.5 

S57.12 47.3 33.1 15.4 3.8 

S58 46 33.6 16.1 3.9 

S59 44.4 34.1 15.7 5.2 

S61 49 32.4 14.4 3.8 

H6 45.9 33.4 15.1 5.3 

 良く付き合って

いる 

あ る程 度付 き

合っている 

あまり付き合っ

ていない 

全く付き合って

いない 

H14.12 21.1 48.3 23.3 6.8 

H16.1 22.3 49.4 21.9 5.8 

H23.1 20.3 49.5 24.1 6 

H24.1 18.3 50.9 24.9 5.8 

H25.2 19.1 51.3 24.1 5.5 
 

（出典）内閣府 「社会意識に関する世論調査」（昭和 51 年～平成 25 年） 

 http://www8.cao.go.jp/survey/index-sha.html  2013 年 10 月 29 日取得 
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＜図 2＞ 

 
（出典）内閣府『国民生活白書』2007 年、64 頁 

 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h19/10_pdf/01_honpen/pdf/07sh_0201_1.pdf  

 2013 年 10 月 29 日取得 

 

 第４節 「市民まつり」と「つながりの希薄

化」 
上記の 2 点の効果を有することから、人と地域のつながりと人と人とのつながりから成

る地域のつながりは、現在の社会において重要であり、再生していかなければならないも

のであると言える。ここで、地域のつながりの希薄化を食い止め、再生していくにあたっ

て、第一章で述べたような地域のつながりを形成する「市民まつり」の効果が必要になる

のである。「市民まつり」を通して図られる市民間のコミュニケ―ションは、地域内の

「人と人とのつながり」を再生するに当たり、大きな効果が期待できる。また、地域を活

性化し、住民の地域に対する貢献意識や帰属意識を高めていくといった面でも、「市民ま

つり」は確かな意義を持つだろう。   
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第３章 「市民まつり」にかかわ

る先行研究の分析 

第１節 有名な祭りを分析する研究 
 先に示したよさこいや阿波おどりに関しての先行研究は既に存在しているし、それ以外

にもねぶたのような大きな祭りについての研究も存在している。松木(2004)は、全国によ

さこいが受け入れられる要素として、着物の柄を模した衣装や和太鼓などを使用した音楽

が使われ「現代的な和風」の要素が存在していること、「YOSAKOI ソーラン祭り」という

成功した前例があり他の自治体でも取り入れやすいこと、そして地域の特徴が自由に取り

込めることで、地域の活性化や地域住民の結びつきを高めるイベンへの需要に応えられ、

また単純な他の地域独自のイベントの模倣となることを防げること、の 3 つをあげている

10。どういった祭りが成功するのかという点で、ひとつの参考となる研究だろう。 

 ねぶたについては、立田ら(2009)がねぶたの運行団体と子ども・学校教育の関わりと意

識を明らかにすることを目的に論文をまとめている。立田らは、青森市でねぶたを運行し

ている団体に対してアンケートを行った。その結果からは、ねぶたのような大きな祭りに

おいても「ねぶたに参加する子どもの人数の特徴は、囃子が増える傾向を示し、ハネトが

3 割の団体で減少していること」11が結果として得られたという。また、学校に対して子

どもへの指導・支援を行っている団体や、ねぶたの起源や歴史、製作過程に関して学校で

講話を行っている団体も存在していることから、教育内容としてねぶたについて取り扱う

ことについても設問を設けており、その回答は「学校教育でねぶたを取り上げることの意

義や、地域の活性化への寄与を感じている団体は 9 割を超え、連携の必要性を感じる団体

も 8 割を超えていた」。ねぶたのような伝統・規模の祭りではこのように地域とのつなが

りも非常に強く見ることができるようだ。 

 

                                                      
10 松木祥平(2004)「全国に広がる『よさこい』の研究」『立教大学地理学人類学研究』22 巻 
11 立田健太、大谷良光、大野絵美(2009)「青森ねぶた運行団体と子ども・学校との関わりの実際 : 大

型・子ども・地域ねぶた運行団体を対象とした調査」『弘前大学教育学部紀要』102 号 
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第 2 節 祭りのコミュニティ形成効果を分析し

た事例 
研究を開始した当初、我々が先行研究として参考としたのが、「都市環境デザインセミ

ナー 2003 年第 3 回記録 祭りとコミュニティ」12である。ここでは、関西地域のいくつ

かの祭りを事例として、祭りの役割が述べられている。このなかで大阪大学の鳴海邦碩は

「まちづくり活動には様々な側面がありますが、共通しているのは、人々が集い、共に考

え、行動することではないかと思います。その点からも、まちづくりには『イベントや祭

り』の特質が欠かせない条件であると考えられ、さらには、まちづくりは『イベントや祭

り』そのものではないかという発想も生まれてきます。」と述べている。人々が集い行動

することが可能となり、またもとめられる祭りには、まちづくり的な効果があるのだ。同

時に、祭りには人混みや高密さから来る快感を得ることができる性質や、互いに見合い楽

しみ合うというコミュニケーションを作り出す効果もあるという。大阪大学の岡絵里子に

よるアンケート調査からは、祭りとコミュニティの関係を伺い知ることもできる。ここで

は、地域の住民が祭りに参加するきっかけについて、「年輩の人が若かった戦後すぐの頃

は村人の務めとしての公的な動機だったのに対し、 現在では個人で参加するしないが決

められる自由選択になってきているのです。どちらかというと、年輩の人ほど『地域の付

き合いが大事』が参加の動機であり、若い人は『雰囲気が好き』と祭り好きの人が積極的

に参加している実態になっています。」としている。また、祭りの参加とふるさと意識の

関連も知ることができ、「祭り参加者では『ここにずっと住み続ける』と答えた人は 8 割

以上になります。そして『ここがふるさとだ』と答えた人も 8 割以上」となっている一

方、「周辺居住者の方は『ここに住み続ける』と答えた人は約 6 割いますが、『ここがふ

るさとだ』と思っている人は 26%しかいません。周辺居住者の 34%は『ふるさとは別にあ

る』と答えてい」ることから、祭りへの参加が、地域とのつながりに大きな役割を果たし

ていると言えるのだろう。 

祭りと地域のつながりの関連については、他の論文でも述べられている。千葉県松戸市

で開催されている「新松戸まつり」を事例とした細田祥子らの論文13がある。細田らは、

「地縁的繋がりを自覚すること。地域での連帯感と積極的関与態度に対する 5 段階評価か

ら求める」ものとして「コミュニティ意識」を、「地縁で繋がった土地に愛着・誇りを持

ち、そこに住む人々とその土地の価値観を共有していると感じること」として「ふるさと

感」を定義し、祭りへの参加状況とそれぞれの意識との関連を調査している。この中でも

やはり、「「市民まつり」に深く関わっている人ほど、コミュニティ意識が高いと言え」、

「誇りでは「市民まつり」に深く関わるほど「市民まつり」への誇りも高くなることが言

える。観客の方が高く評価しており、より強くふるさと感を感じていると言える」、さら

に「人との交流が連帯感を生み、参加への積極性が積極的関与態度に繋がっている」とし

て、祭りと地域とのつながりの関係の有効性が示されていると言って良いだろう。 

 

通常のベッドタウン型の住宅地などにおいては、地域のコミュニティ活動への参加は女

性が主導的な役割を持ち、男性は定年退職後から参加をするケースが多いことは、余暇時

間の面から理解はたやすいだろう。しかし、例えば筑波のような、職住近接型の新たな街

では、それが必ずしも当てはまるとは限らない。「自立的な郊外住宅地に対する研究は限

                                                      
12都市環境デ都市環境デザイン会議関西ブロック「都市環境デザインセミナー 2003 年第 3 回記録 祭り

とコミュニティ」 (http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gakugei/judi/semina/s0304/index.htm) 2013/10/29
取得 

13細田祥子、後藤春彦、三宅論(2001)「コミュニティ意識育成を目的とした「市民まつり」の効果と問題
点 : 新松戸まつりを事例とした参加形態とコミュニティ意識の関係」 

『学術講演梗概集』 F-1, 都市計画, 建築経済・住宅問題 2001 
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定的であり、これらの地域における居住者の特性やコミュニテイのあり方については未だ

実証的な裏付けを得ていない」14という意識から、千葉県成田市の成田ニュータウンを事

例に、職住近接型ニュータウンにおける祭りの役割についてまとめた研究もある。成田

ニュータウンでは、地区内の活動の最大イベントとして、自治会と町内会が中心となった

「成田ふるさと祭」が開催されている。この祭りの特徴は、多くの世代の参加が見られる

こと、そして、「世帯主(全て男性)の参加が配偶者の参加に比べ多いことは特筆すべき点」

15であり、「成田ふるさと祭りへの出店は、居住者間の親睦を深め、地縁を築く役割を

担っていると考えられ、地縁が形成されるにつれ男性居住者が成田ニュータウンへの愛着

をはぐくんでいくものと考えられる」16のだという。また、職住近接型の街であることか

ら職縁と地縁も一致しやすく、「就業時から地域活動に参加する男性居住者の地縁を深め

る契機として、成田ふるさと祭りが果たす役割は大きい。つまり、単に職住近接の住宅地

であるだけでなく、居住者が自ら地域に貢献する場所として祭りが機能している」ことも

言えるという。この研究はあくまで、ある種の特別な街・ニュータウンを事例としている

ものであるが、祭りが果たす役割の大きさを見ることができるだろう。 

  

第3節 先行研究の問題 
しかし、これらの研究はそれぞれ個別の事例に即しており、地域の特色や独自性も結果の中

には反映されてしまっている恐れがある。関西の事例についてはひとつの地区に限られたもの

ではないが、都市部から農村部まで普遍的に扱ったものであるとは言いがたいものである。ま

た、「新松戸まつり」の事例についても、祭りが行われている地域周辺は高度成長期において

開発が進んだ場所であるし、「成田ふるさとまつり」に関しては既に述べたように職住近接型

の街における祭りである。祭りの果たす役割、与える効果については十分に見て取ることがで

きるものとなっているが、これを特定の地域から離れて研究していった場合には同じ結果が得

られるものとは限らないのではないか。ひとつの地域における事例に即した研究からは、様々

な祭りにおいて共通して存在するであろう問題点や失敗事例、またそこから発展させたそれら

に対する解決策、成功や継続への鍵を見出すことは難しい。しかし、祭りの現状を把握し、あ

るべき祭りの姿を求めていくためにはそういったことこそが重要なのではないだろうか。果た

して祭りが本当に地域のつながりの醸成に有効なのか、行政や住民はどのように祭りに関わっ

ていくべきなのか。私たちは、そういった疑問に対するより普遍的な答えを出すべく、研究を

進めようと考えた。  
 
 

                                                      
14 久保倫子、小野澤泰子、橋本操ほか(2010)「成田ニュータウンにおけるコミュニティ活動の特性」『地
域研究年報』32 号 

15 久保ら(2010) 
16 久保ら(2010) 
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第 4 章 現状分析 

第 1 節 現状分析のための手法 
まず、私たちは千葉県内において調査を行った。千葉県は都市部と農村部が程よく存在

しており、ひとつの地域の状態に特化することなく市民まつりの全体像を見ることができ

ると考えたのである。はじめに、市民まつりに対する意識調査も兼ねて、千葉大学の学生

を対象にしたアンケート調査を行った。このアンケートの結果を踏まえ、学生へのアン

ケート調査の結果との比較や全体的な市民まつりの状況、問題点の確認をすべく、市民ま

つりの実行主体に対するアンケート調査を行った。その後、アンケートに回答していただ

いた実行主体の中からいくつかを抽出し、実際に市民まつりに携わっている方へのヒアリ

ングを行うことによって、市民まつりに関するより詳しい情報を得た。以下に、学生への

アンケート、実行委員会へのアンケート、関係者へのヒアリングについて、それぞれ考察

を踏まえながら記す。 

  

 

第 2 節 学生アンケート 
千葉大学の特色として、全国の様々な地域から学生が集まってきているということが挙

げられる。この特色を生かして、特定に地域に偏ることなく、「祭りのもつ地域のつなが

りの再生の効果」や「祭りと地域の愛着の関係性」について検証することを目的としたア

ンケート調査を実施した。実施日時は、2013 年 7 月 9 日（火）2 限、7 月 11 日（木）2 限

であり、回答総数は男女合わせて 333 人分得た。実際に使用したアンケートは別紙 1-1 に、

単純集計の結果は別紙 1-2 に添付されている。 

 

①  学生アンケートの結果 

アンケートから得られた結果は、以下の通りである。 

【1】祭りの認知や参加について 

「自分の地元に祭りがあるか」という設問に対し、あると答えたのが 271 人で、全体の 8 割

以上を占めている17。「その祭りに参加（出店、発表など）または見物（見る、買う）をした

か」という設問に対しては、全体の約 7.6 割である 255 人が、参加または見物したことがある

と答えた。 

【2】参加・見物の動機について 

「祭りに参加、見物した理由」を複数回答で答えてもらう質問を設けたところ、 

                                                      
17 このアンケートを実施した時点では、「伝統的な祭り」と「市民まつり」とが分けられており、両者を

合わせた結果となっている。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム 2013 発表論文 

18 
 

参加については、回答者が多い順に「恒例行事であるから」が 62 人、「地域ぐるみで参加する

ことになっていた」が 39 人、「役割を担う年齢、順番であるから」が 38 人となり、消極的な

理由が上位を占める結果となった。見物については、回答者が多い順に「祭りを楽しみたいか

ら」が 146 人、「知人に誘われたから」が 139 人、「興味があったから」が 79 人となり、参加

の理由に比べて積極的な理由が上位を占めていた。 

【3】祭りが及ぼす影響について 

「祭に参加・見物した感想」について複数回答で答えてもらう質問を設けた。市民まつりの

有する地域のつながり醸成効果について考える上で重要となる、「地域のことが好きになっ

た」と「地域の一体感を感じた」の二つの選択肢について見てみると、「また参加・見物した

い」という選択肢に次いで選択者数が多くなっている。しかし、選択率としては前者が

21.0％、後者が 23.7％となっており、いずれも 2 割強にとどまっている。 

【4】祭りの役割について 

「祭りの役割」の質問を設け、複数回答にしたところ、回答者の多い順に「地域の活性化を

促す機会」が 170 人、「地域文化や伝統を伝える機会」が 133 人、「地域の結束を高める機

会」が 92 人となった。 

【5】祭りの担い手について 

 「祭りの今後の担い手」について、どのような年代の人々が担い手の中心になるべきかとい

う問いに対しては、250 人が「20 代、30 代の若年層」、153 人が「40 代、50 代」、98 人が

「60 代以上の高齢者層」であるべきだと回答した。どのような主体が担い手の中心になるべき

かという問いに対しては、269 人が「市民」、52 人が「行政」、64 人が「企業」であるべきだ

と回答した。 

【6】祭りと地域への愛着の関係について 

 「祭と地域への愛着の関係性」を、1 から 5 の五段階評価で表してもらう質問を設けた。選

択した数が大きいほど、回答者は祭りと地域への愛着には関係性があると考えているというこ

とである。この設問について、回答者全体の平均値を算出した結果、「3.66」という数値が得

られた。「5」を選択した理由としては、「祭をすることで地域のことをもっと知ることができ

るから」「地域を盛り上げよう、楽しもうという想いの根底にあるのが、地域への愛着だと考

えるから」「地域のへの愛着がなければ地域の行事（祭り）に参加しようとは思わないから」

「地元愛の結晶＝祭り」「祭は参加することで地域と自分を結びつけるから」といったものが

挙がった。一方で、「1」を選択した理由としては、「祭り以外にも自分の地域を感じる機会は

あるから」「自分が祭りに行っても特に愛着が湧かなかったから」「（祭りは）地域の子供た

ちを賑わす目的だと思うから」「インフラが整備されて交通も高度化している時代に、特定の

文化に対する地元の愛着などあるのだろうか」「地域への愛着が強い人でも祭りがあまり好き

じゃない人もいると思うから」といったものが挙がった。 

 

② 学生アンケート結果についての考察 

上記の結果について、私たちは以下のこと言えると考える。 

【1】祭りの認知・参加率について 

約 8 割の学生が自分の地域の祭りの存在を知っており、参加または見物したことがある。こ

のことは、祭りが人々にとって概ね馴染みのあるものであり、利用（つまり、参加や見物）の

敷居が低いものであるということ示しているだろう。 

【2】祭りへの参加や見物の動機について 

学生の多くは準備や練習などに時間を割かねばならない「参加」ではなく、気軽に足を運ぶ

ことができる「見物」の方を好んでいるではないかと考えられえる。 

【3】祭りが及ぼす影響について 
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回答者の内、約 2 割しか「地域のことが好きになった」と「地域の一体感を感じた」の項目

を選択していないことを考えると、現在行われている祭りの多くは、地域のつながりを醸成す

る効果を発揮しきれているとは言えないのではないだろうか。 

【4】祭りの役割について 

多くの回答が集めたのが「地域の活性化を促す機会」、「地域文化や伝統を伝える機会」、

「地域の結束を高める機会」といったものであったことから、やはり祭りは地域のつながりを

醸成する効果を期待されているということが言える。 

【5】祭りの担い手について 

20 代、30 代の若年層で、その地域に住む市民が中心になるべきであると考えられていること

が分かる。しかし、現実ではこの通りになっているだろうか。20 代くらいの若者が祭りの担い

手として動いているのは、稀なのではないだろうか。 

【6】祭りと地域への愛着の関係について 

平均値である 3.66 という数値は、祭りと地域への愛着の間に強い結びつきがあると断言する

には今一歩足りないのではないか。現在行われている祭りが、「人と地域とのつながり」であ

る地域への愛着を必ずしも醸成しているとは言えないのではないだろうか。 

 

第 3 節 実行委員会アンケート 
学生アンケートの結果をもとに、私たちは千葉県内の主な祭りの実行委員会を対象にし

たアンケート調査を行った。このアンケートでは、祭りを行う目的、祭りにおける問題点

や各担当者が考えるその問題に対する解決策、地域のつながりを高めるために効果的な祭

りの内容を探る目的から、集客を高めるための工夫や祭りの特色、そして地域文化との関

わり、学生との意識の比較を行うために、祭りを担うべきと考える主体などを問いとして

設定した。アンケートの対象とする実行委員会は、千葉県の運営するホームページ18を参

照しつつ、「伝統的祭り」についてはその規模を参考にある程度の抽出を行い、238 の祭

りを選定した。アンケートは郵送で行い、2013 年 7 月下旬より順次発送を行った。回答総

数は 105、回収率は 44%。アンケートの設問、回答結果については別紙 2-1、別紙 2-2、の

通りである。また、アンケートを行った祭りのリストは別紙 2-3 の通りである。 

 
① 実行委員会アンケートの結果の考察 

【1】祭りの目的について 

実際に行われている祭りの目的は「地域の活性化を促す機会(68 票)」「地域文化や伝統を伝

える機会(56 票)」「地域の結束を高める機会(46 票)」「地域の魅力をアピールする場(41

票)」の順に多い。 

【2】祭りの担い手について 

年代では、その地域に住んでいる 20 代、30 代の若年層が担うべきと考える担当者が最も多

く、70 票。祭りを担う主体については、「市民」という回答が 76 票と多く、行政と答えたの

は 16 票と、22 票を集めた地元関連企業よりも少ない結果となった。 

【3】祭りの特色や特色を出すための工夫について 

回答は自由記述で求めた。「伝統的祭り」では、地域の文化に根付いたものであることが伺

える祭りが多数存在した。一方、「市民まつり」では多くの自治体が市のマスコットキャラク

ターを祭りに参加させたり、地域独自の食べ物や特産品を祭りの出し物と絡めたりしていた。 

【4】現在開催している祭りの問題点について 

                                                      
18 千葉県商工労働部観光誘致促進課「ちばの観光まるごと紹介」 
(http://www.kanko.chuo.chiba.jp/) 2013/10/31 取得 
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自由記述で回答を求めた。もっとも多かった回答内容が「人手不足」である。この設問に対

する回答を得られた 83 の祭の実行委員会の内、30 の祭の実行委員会が人手不足と回答してい

た。また、回答が得られた 83 の祭の実行委員会の内、9 の祭の実行委員会に「行政の強い介

入」が問題であるという回答を見ることができた。その他、イベント内容がマンネリ化してい

ることや、来場者のマナー対策などを問題点に掲げた担げた実行委員会も複数存在していた。 

【5】現在生じている問題への解決策について 

ここでも自由記述で回答を求めている。上記の「人手不足」問題に対して必要と考える策に

ついては、「祭の実施規模の縮小化」という消極的な内容の回答も見られたが、多数が積極的

な内容の回答であった。「住んでいる地域の絆を広げていく」「地域リーダーの育成、地域の

合意形成」「小学校の頃より地元の祭りに対する理解を深めていく」「地域にある伝統文化に

小学校時代から親しんでもらい継承者の育成へとつなげる」「（祭りの）運営から地域住民に

参加してもらう」「若者の主催者側への取り込み（市民まつりを通しての若者の組織化）」

「伝統芸能及び地域文化を保存、継承することを念頭に置いた市民一人一人の意識の高揚」

「主催者側がやる気になる魅力的な内容と趣旨の理解」「地道な勧誘活動」など、どれも積極

的に祭りを続けていきたという意志の見られる回答である。「行政の強い介入」という問題へ

は、「実行委員会事務局を市の担当課に置かず、行政から独立させる」「行政は全面的に協力

するとしても、実際の運営は切り離し、有志のメンバー等による運営へのシフト」「企画委員

会を作り、町民の意見を取り入れる」「町が一体となるような体制づくりと、町民から積極的

に祭りを成功させようと思える意識の向上（改革）」といった回答を得ることができた。 

 

② 実行委員会アンケートの結果についての考察 

 これらアンケートの結果からは、以下のことを言うことができるだろう。 

【1】祭りの目的について 

第一章で例示したように実際に多くの祭りが、地域の活性化や地域のつながり、地域の

PR を目的としていることがアンケートからも伺えたと言って良いだろう。つまり、祭りが

地域のつながりに重要だろう考えている自治体も多いのである。この目的が実際に果たさ

れているのかということがより重要になってくる。 

【2】祭りの担い手について 

「市民まつり」を含めても多くの祭りの実行委員会が祭りは「市民」が担うべきと考え

ていることは興味深いだろう。これは、学生アンケートの結果とも一致するものである。

「市民」が担い手となることで、どういった効果を祭りのなかで得ることができるのだろ

うか、そして、現在の実際の祭りはこのアンケート結果のように「市民」が主な祭りの担

い手になっているのだろうか。 

【3】祭りの特色について。実際に多くの祭りがいわゆる、ゆるキャラを祭りに取り入れ

ていれたり、地域独自のものを祭りに取り入れたりしているということは、祭りを盛り上

げるための工夫をある程度行っている実行委員会が存在しているということである。それ

らは、実際にどの程度の効果を生み出すのだろうか。 

【4】祭りの問題点について 

「人手不足」が生じる原因としては、祭りの担い手の高齢化や若者たちの祭りに対する

関心の低さによるから生じるものだということが、アンケートの結果から挙げられる。こ

れらの問題は人口減少、少子高齢化、地域の過疎化の影響も受けていることも考えられる

だろう。その影響は人手不足以外にも「来場者の減少」や、「来場者の高齢化」にも繋が

り、全体として祭りを運営していくこと、維持していくことの厳しさにつながっていく。

「行政の強い加入」に関して、当初私たちは、行政はある程度の強制力を保持しているの

ではないかと考え、行政主体の祭りの方が祭り本来の特性を活かすこともできると考えて

いた。しかし、実行委員会からすると、特に「市民まつり」は「市民が自ら参加し、実施

する手づくりのまつり」であるため、行政主体の祭の実施は本来の目的から大きく逸れて

しまうのだろう。行政が祭りの主体となることの弊害として、市民まつり本来の目的から
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の逸脱し、市民による手づくりの祭りではなくなることによる地域住民の一体感の阻害や

市民で作った祭りでないということから来る、祭り自体の盛り上がりの欠如を挙げること

ができるだろう。 

【5】問題に対する解決策について 

多くの祭りの実行委員会が、祭りを現状のまま維持していくことを前提にしていること

は祭りの有効性を考える私たちにとって喜ばしいものであった。各実行委員会が考えるそ

の解決手段には多種多様なものがあり、これといった定式が確立されていないということ

は、一つ言えるのではないだろうか。 

 

第4節 「市民まつり」の関係者へのヒアリン

グ 
 学生アンケートと実行委員会へのアンケートを踏まえたうえで、実際に「市民まつ

り」に携わっている方の意見を知ることや、アンケートだけでは見えてこない「市民まつ

り」の具体的な状況、問題点、効果についての情報を得ることを目的に、「市民まつり」

の関係者へのヒアリングを行った。前述の実行委員会へのアンケートでの、「他の祭りに

はみられないと思われるその祭の特色」、「地域の文化との関わり」、「参加・関心を増

やしたり、特色を強めるための工夫」といった質問項目への回答結果をもとに、独自の取

り組みを行っているかという観点からヒアリング先を絞り込んだ。結果として、5 つの関

係団体に対してメールでお願いをし、長南町で行われている「長南フェスティバル」、

鎌ヶ谷市で行われている「鎌ヶ谷市市民まつり」、四街道市における「市民まつり」の 3

つの祭りの関係者の方に承諾をしていただいた。 

 

① 「長南フェスティバル」の関係者へのヒアリング 

はじめに、2013 年 9 月 24 日に行った「長南フェスティバル」の関係者へのヒアリングにつ

いて述べる。このヒアリングからは得られた情報をまとめると、以下の通りである。 

【1】ニーズに合わせることの重要性 

「長南フェスティバル」では、趣旨の全く違う多数のイベントを同時に行っているところに

特色がある。いろいろな団体を一度に集めるからこそ、本来ならば結び付かなかったであろう

団体の間にコミュニケーションが生まれ、最終的には「人と人とのつながり」という結果にな

る、といった考えのもとでこのような「市民まつり」の形がとられているそうだ。長南町は、

山に囲まれた農村部の町で、高齢者が多いところである。そのため、元々“他”との交流につ

いてあまり積極的でない雰囲気であるらしい。しかし、「長南フェスティバル」において様々

な要素を取り入れ、“他”との交流の場を設けたことにより、徐々にではあるが積極的な空気

になりつつあるそうだ。これは、閉鎖的であった地域の特性に合わせたことが功を称したとい

うことだろう。しかしながら、長南町においては若者が他の地域へ流出し、少子高齢化が進ん

でいることも影響して、「市民まつり」への若者の参加が少ないという課題もあることは述べ

ておくべきだろう。 

【2】「市民まつり」における望ましい住民と行政の関係 

また、「長南フェスティバル」が、住民主導の「市民まつり」になりつつあることも特筆す

べきである。「市民まつり」というと、行政から各団体に参加のお願いをすることが多いそう

なのだが、「長南フェスティバル」においては、日頃の活動をアピールするために参加したい

という団体が増えてきており、それを行政がサポートする立場になりつつあるそうだ。このた

めに、より多様な団体が集めることができている。結果として、前述したとおり、“他”との
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交流が盛んになっていくことにも結び付いているようだ。しかし、それ以上に、行政から声を

かけられて行う受動的な「市民まつり」から、住民の意志によって実施される能動的な「市民

まつり」になってきているということが重要だろう。このような形になってくれば、地域自体

の活気が高まることはもちろん、住民間のコミュニケーションも活発になることが予想され

る。 

 

②  四街道市で行われている「市民まつり」の関係者へのヒアリング 

次に、2013 年 10 月 2 日に行った、四街道市で行われている「市民まつり」の関係者へ

のヒアリングについて取り上げる。この方は、自分が携わっている「市民まつり」につい

てではなく、現在行われている「市民まつり」全般について話をしてくださった。以下

に、得られた情報をまとめる。 

【1】様々な年代を集める必要性  

当然のことながら、地域内における「人と人とのつながり」醸成の効果を狙うならば、

様々な年代の人を集めることは必須である。また、「伝統的な祭り」がそもそも地域に根

付いているものであり、地域のコミュニティができあがっている状況の上で成り立ってい

るのに対し、「市民まつり」は新たに地域内のコミュニティを作り出そうという取り組み

であると考えることができる。このように考えれば、様々な年代を集めることの重要性は

さらに増すだろう。ここで強調されたのは、若者の参加についてである。20 代前後の若者

に担い手になってほしいという願いがある一方、現実にはその世代の参加が最も少なく

なっているそうだ。 

【2】地域と時代に合わせて内容を変えていく必要性 

地域や時代によって、そこに住む人や流行のものは変わる。このような変化に敏感に反

応し、参加者を飽きさせない工夫をしなければ、「市民まつり」の継続が危ぶまれてしま

う。地域や時代に合わせて柔軟に変化させていけるという性質は、趣旨や内容が固定化し

ている「伝統的な祭り」と比べると、「市民まつり」の長所であると言えるだろう。この

長所を活かしていくことができれば、「伝統的な祭り」よりも継続を確実なものにするこ

とができるかもしれない。 

【3】望ましい「市民まつり」の形―――住民主導の「市民まつり」 

住民主導の「市民まつり」が望ましい形であるということは、行政主導の「市民まつり」

には限界があるということを示している。行政が主導である場合、拘束時間や費用の工面

といった点で、実質的には様々な制限が設けられることになってしまう。これが住民主体

であれば、参加者の意志によって時間の融通をすることが容易になる。行政からの補助金

に頼る形でなく、前年の「市民まつり」や自分たちの活動から得たお金で「市民まつり」

を運営することができれば、やる気に繋がるだけでなく、「市民まつり」の規模を大きく

したり、内容をより充実させたりしていくこともできる。このように、住民主体の方が活

力のある「市民まつり」を作り出していける可能性があるのだ。また、住民主体の「市民

まつり」を作っていくに当たり、住民に参加のきっかけを与えること行政の役割であると

いう話もあった。つまり、「市民まつり」の最初の段階では、準備などの仕事を振ること

によってある程度強制的に参加者を集める必要がある。その強制力を有する存在こそが、

行政なのである。行政の強制力を用い、「市民まつり」への参加の機会を作り出すことで、

徐々に住民主導に移行していくことが望ましい。 

 

③ 「鎌ヶ谷市市民まつり」の関係者へのヒアリング 

最後に、2013 年 10 月 22 日に行った「鎌ヶ谷市市民まつり」の関係者へのヒアリングについ

て述べる。このヒアリングで得られた重要な点を、以下に記す。 

【1】地域特有のものが重要である理由 

 「市民まつり」において実施される地域の特性を鑑みた企画が重要になる理由は、主に 3 つ

ある。1 つ目に、一過性のイベントではなく、継続的なものとして成り立たせるためだ。地域
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に全く関連のないものは、一時的な盛り上がりで終わってしまうことが予想される。一方で、

地域に根差したものであるならば、いつになっても変わらず愛されるはずである。2 つ目に、

周囲からの理解や賛同を得やすいためである。何をするにも費用がかかるが、地域に全く関係

のないものに対して費用をかけるということは、地域に根付いたものに対して費用をかけるよ

りも理解されにくく、賛同も得られないだろう。周囲の理解や賛同がなければ、それを行うこ

とが困難になるうえ、そもそも地域のつながりを醸成するという目的を果たせるはずもない。3

つ目に、外からの視線を集めるためだ。地域外に向けてアピールをするにあたっては、地域と

の関連性があるということが売りになると考えられるということである。地域との関連がない

ものを売りにすると、一時的な注目だけは集めるかもしれないが、地域自体の魅力を伝えるこ

とはできない。地域そのものをアピールすることにはならないのである。このような理由か

ら、「市民まつり」において地域特有のものが重要である。 

【2】住民の参加を促すための取り組み  

 「鎌ヶ谷市市民まつり」においては、住民の参加を促すために、「ボランティアサポーター

制度」というものを導入している。これは、事前にメールアドレスを登録してもらうことに

よって、「市民まつり」に関する仕事の内容を登録者に知らせ、都合が合う場合に参加しても

らうというシステムである。今年始まったばかりのシステムであるため、その効果のほどを知

ることはできないし、メールを受け取ることが参加に直結するかという疑問はある。しかしな

がら、そもそも「市民まつり」に関わる機会が提供されていない状態と比べれば、知らせると

いうこと自体に意味があると言えよう。 

【3】「市民まつり」の今後 

「市民まつり」が何年も継続していった結果、「伝統的な祭り」の形に近づいていくことが

望ましいという話をしていただいた。つまり、「伝統的な祭り」が、開催される時期になると

住民の間で自然に準備が行われて実施されるように、現在行われている「市民まつり」も住民

の間でそのような存在になっていってほしいということである。このような状態になったとき

こそ、本当の意味で住民主導の「市民まつり」が完成したと言えるのではないだろうか。 

 

第5節 2 つのアンケートとヒアリングを経て 
ここまで述べてきた私たちの調査を総合すると、地域のつながりを醸成する効果を「市民ま

つり」が発揮していく方法を模索していくと、住民主体への移行、若者の取り込み、地域の特

性への対応、といった論点が共通して出てくる。今後の「市民まつり」において重要視されて

いくべきことは、これら 3つであるということが言えるだろう。 
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第５章 政策提言 

第 1 節 住民主体への移行 
 私たちは、「市民まつり」と名のつく以上、やはり住民が主体となって実施していくことに

意味があると考える。学生と実行委員会へのアンケートの両方で、世間でもそのような意識が

もたれていることは確認できた。また、ヒアリングにおいて、住民主導になることによって得

られる様々な利点も分かった。地域のつながりの醸成の効果も、住民主導の「市民まつり」で

あるほうが期待できる。しかしながら、同じくヒアリングにおいて、大体の場合で行政が主導

になってしまっているということも分かった。このような状況になってしまっている原因は、

いったいどこにあるのであろうか。私たちは、「市民まつり」の運営システムにあると考え

る。実行委員会のアンケートでは、実行委員会の構成や選出の方法を聞いた項目があったのだ

が、現在の「市民まつり」では、市の職員と参加団体の代表といった人々があらかじめ決めら

れた役割の中で実行委員を構成していることが多く、一般の住民が主体的になる機会が設けら

れていないようであった。そこで私たちは、一般の住民を「市民まつり」の運営主体に取り込

むべく、行政特有の強制力を活かすことを提案する。住民の参加を、ある程度強制的に促すと

いうことだ。簡単に言えば、行政が「市民まつり」に関する仕事を住民に振り分け、半強制的

に参加の機会を設ける働きかけを行うということである。もちろん、負担が大きすぎる仕事や

時間や労力のかかる仕事を押し付けるという意味ではなく、あくまでも参加の機会になるよう

な仕事を与えるということだ。例えば、近所の人への広報活動や企画の案出し程度なら、簡単

に着手することができるだろう。この段階では行政や実行委員会が主体となる以上、責任も行

政や実行委員会が取るべきものであることは変わらない。このように、初めのうちは行政があ

えて主体的になり、市民に仕事を振ることで、徐々に住民が自ら担っていくという風潮を生み

出していくことが狙いである。また、市民主体であると言えるようになってからは、行政はサ

ポート役に回る必要がある。住民が少なくなってしまったり、開催場所が確保できなかった

り、イベント内容の面白みが欠如していったりというような、住民だけの力ではどうにもなら

ない状況が発生した場合に、行政からの迅速かつ柔軟なサポートができるよう、常に「市民ま

つり」の状況を把握しておくという必要がある。行政はまず、住民の参加意識への「着火剤」

の役割を果たし、そのうえで「市民まつり」が有機的に継続されていくように、常にサポート

体制を整えておく必要があるだろう。  
第 2 節 若者の取り込み 
 多くの「市民まつり」が抱えていると考えられる、若者の参加の問題にも着手する必要があ

るだろう。私たちは、前章で述べた「ボランティアサポーター制度」を、特に若者の取り込み

に特化したアプローチとして用いることを勧める。この取り組みは、先に記した強制力を用い

て行うというものとは異なるし、前章でも述べたように、参加に直結するとは限らない。しか

しながら、メールを頻繁に使用する若年層の特性にマッチしているという点で、強みを持って

いると言えるだろう。また、成人式などの機会を利用して登録者を集めていくことにより、
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徐々に規模を大きくしていくことも可能である。なにより、メーリングリストを用いて行え

ば、特段費用もかからず、手間もほとんどかからない。導入するにあたっての障壁があまりな

いということは、大きな利点であろう。 

 

第3節 地域の特性への対応 
地域のつながりを形成する効果を有している状態で、「市民まつり」が継続的に行わ

れていくためには、「市民まつり」の内容も重要になってくると私たちは考える。ここで

ポイントとなるのが、ヒアリングからも分かったように、地域の独自性に合わせて「市民

まつり」の内容を企画するということである。最近ではゆるキャラやご当地グルメといっ

たものが賑わいを見せているし、実際に実行委員会アンケートの結果を見てみても、地域

特有のマスコットキャラクターを呼んでいるところや、ご当地グルメを売り出していると

ころなどが多かった。このような取り組みは、現在の風潮には合致していると言えるし、

評価できると言えるだろう。しかし、このような流行的なものにだけ頼っていては、勢い

がなくなってしまったときに困難に直面することにならないだろうか。流行の勢いがなく

なると同時に、「市民まつり」の勢いまでもがなくなってしまうことは避けなければなら

ない。つまり、私たちは、ゆるキャラなどの流行に乗って行っているものとは別に、第三

章で地域の独自性を取り入れられるよさこいの有用性について触れたように、地域の独自

性を踏まえた「市民まつり」特有の目玉を創り出す必要があるのではないかと考える。実

行委員会アンケートでの回答にあったものをいくつか例として挙げるならば、地域オリジ

ナルの盆踊りを作ったり、馬追いなどの地域に縁のあるイベントを行ったりといったこと

であろう。その地域の「市民まつり」特有のものがあるということは地域への思い入れ、

つまりは愛着というところへ結び付きやすくなる。その上、地域の文化を伝えるという観

点から見れば、趣旨のブレを防ぐことができるとも言えるのではないだろうか。 

 

地域のつながりというものが、現代社会において欠かせないものであること、そして地

域のつながりに関して、「市民まつり」が有効であることはすでに述べた。上記の 3 つの

論点は、前者 2 つは人と人とのつながりを再生するものとして、後者は人と地域のつなが

りを再生していくものとして、行政が意識的に行っていくべきであると私たちが考えたも

のである。すでに「市民まつり」を行っている自治体は多い。今ある祭りを見直すという

ことだけでも、地域のつながりを再生しようとする自治体にとっては大きな効果があるの

ではないだろうか。 

そのような我々の考えを述べて、この論文の結びとしたい。 
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コミュニティと祭の関係についてのアンケート調査 

 

私たち法経学部総合政策学科 3年倉阪ゼミでは、コミュニティと祭の関係について研究をしています。 

今回、学生の皆様の意見を知りたいと思い、アンケートを行うことにしました。 

 このアンケートで得た情報は、本調査・研究のためのみに利用し、終了後速やかに破棄します。また情報は全て統計的に処理します

ので、個人が特定される情報が公開されることはありません。お手数ですが、アンケートへのご協力をお願い致します。 

 ご意見・ご質問等ありましたら、こちらにご連絡ください。 連絡先：kurazemi15@gmail.com (代表者：磯部) 

 

＊あなたの性別と年齢をお聞かせください。→ （ 男 ・ 女 、    歳） 

 

I 自宅生の方は現在お住まいの市区町村について、一人暮らしの方は地元の市区町村について伺います。 
※一人暮らしの方の「地元」は、今住んでいるところ、あるいは引越しをされている場合は今までもっとも長く住んでいたとこ

ろについてお考えください。 

 
問1. その市区町村に、伝統的な祭または市民まつりはありますか。 

 a. ある   b. ない   c. 知らない 

 

宜しければ、その市区町村名とそこにある祭の名前や内容を以下の分類でお教えください。 

（          都・道・府・県          市・区・町・村） 

伝統的な祭り（祈願、祈念、年中行事、祭礼など文化・信仰に根付いたもの） 

 

 

市民まつり（市民の一体化や地域振興等を目的として企画されたもの） 

 

 

 

問2. あなたはその祭に参加（出店・発表・神輿の担ぎ手等）または見物（見る、買う等）したことがありますか。 

 a. ある   b. ない 

   

 SQ1. 問 2 で「a.ある」と答えた方に伺います。 

① あなたが知っている祭への参加・見物の頻度について、以下の中から選んで表に番号を書き入れてください。 

 

 

1. ほとんどしなかった 

2. あまりしなかった 

3. 時々した 

4. ほぼした 

 

 

② 参加・見物した理由は何でしたか。それぞれの場合について、あてはまるものを全て下の解答欄にお選びください。 

参加→（                ）   見物→（                ） 

a. 興味があったから              b. 祭を楽しみたかったから 

c. 親に薦められたから             d. 知人に誘われたから 

e. 恒例行事であるから             f. 役割を担う年齢・順番になったから 

g. 思い出を作りたかったから          h. たまたまやっていたから                                                                                                                             

i．地域ぐるみで参加することになっていたから  j．その他（                 ） 

 

③ 参加・見物してどのようなことを思いましたか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

a. 地域のことが好きになった     b. 地域のことが嫌いになった 

c. また参加・見物したいと思った   d. もう参加・見物したくないと思った 

e. 達成感があった            f. (役割等を)負担に感じた 

g. 地域の一体感を感じた         h. 地域のまとまりのなさを実感した                                                                                                                             

i.その他（                                  ） 

 

問3. 一度でも祭に参加・見物しなかった経験のある方に伺います。その理由は何ですか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

また、最もあてはまる理由をどれか一つお答えください。→ (      ) 

 a. 都合が合わなかった            b. 同伴者がいなかった 

 c. 理由がない                  d. きっかけがない 

 e. 祭があることを知らなかった      f. 他のことを優先した 

 g. 治安が悪い              h. わずらわしい 

 i. その他（                                   ） 

 

 

問4. 祭の役割は何だと思いますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

 伝統的な祭り 市民まつり 

参加 見物 参加 見物 

小学校時代     

中学校時代     

高校時代     

〜現在     

 

裏面へ続きます。 
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また、あなたが最も重要だと思うものをどれか一つお答えください。→ (      )  

a. 地域文化や伝統を伝える機会       b. 地域の結束を高める機会 

c. 地域の活性化を促す機会                  d. 地域の昔ながらの慣習を伝える機会 

e.  地域の老若男女が集う場                  f. 若い人たちが礼儀や社会性を学ぶ機会 

g.  地域の魅力をアピールする場              h. 日頃の成果を発表する場 

i.  地域とは関係なく、祭り好きが楽しむ場   

j. その他（                           ） 

 

問5. 祭の今後の担い手についてお聞きします。 

  5-1.どのような年代の人が担うべきだと思いますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

    a. 20 代、30 代の若年層  b. 40 代、50 代  c. 60 代以上の高齢者層 

 

   5-2.どのような人が担うべきだと思いますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

     市民 ・ 行政 ・ 地元関連企業 

                      a. 地域を問わず、やりたい人がやっていけば良い 

                      b. よそに住んでいても、地域になじみのある人で、やりたい人がやっていけば良い 

    (市民に○をつけた方のみ回答)    c. その町に住む人で、やりたい人がやればよい 

     それはどのような市民ですか    d. その町に住む人は、できれば全員でやるのが望ましい 

                      e. 昔から住んでいる人がやっていくべき 

 
問6. 祭と地域への愛着の関係性について、あなたはどのように思いますか。数字に○をつけてください。 

(祭と愛着には関係性がない) 1 ――― 2 ――― 3 ――― 4 ――― 5 (祭と愛着には関係性がある) 

    そう考えた理由をお聞かせください。 

  （                                          ） 

 

問7. あなたは、どのような祭であれば参加・見物したいですか。 

 

 

 

Ⅱ 一人暮らしの方に、現在お住まいの市区町村について伺います。 
 
問8. 現在お住まいの市区町村はどちらですか。また、そこに住まわれて現在何年目ですか。 

（          都・道・府・県          市・区・町・村、現在住んでから   年目） 

 

問9. その市区町村に伝統的な祭りまたは市民まつりはありますか。 

  a. ある   b. ない   c. 知らない 

 

問10. あなたはその祭に参加または見物したことがありますか。 

  a. ある   b. ない 

 

 SQ1-1. 問 9 で「a.ある」と答えた方に伺います。 

① あなたが知っている祭への参加・見物の頻度について、以下の中からお選びください。 

1. ほとんどしなかった     2. あまりしなかった 

3. 時々した                 4. ほぼした 

 

② 参加・見物した理由は何でしたか。それぞれの場合について、あてはまるものを全て下の解答欄にお選びください。 

参加→（                ）   見物→（                ） 

a. 興味があったから              b. 祭を楽しみたかったから 

c. 親に薦められたから             d. 知人に誘われたから 

e. 恒例行事であるから             f. 役割を担う年齢・順番になったから 

g. 思い出を作りたかったから          h. たまたまやっていたから                                                                                                                                        

i．地域ぐるみで参加することになっていたから  j．その他（                 ） 

 

問 11．祭に参加・見物しなかった経験のある方に伺います。その理由は何ですか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

また、最もあてはまる理由をどれか一つお答えください。→ (      ) 

a. 都合が合わなかった           b. 同伴者がいなかった 

 c. 理由がない                  d. きっかけがない 

 e. 祭があることを知らなかった      f. 他のことを優先した 

 g. 治安が悪い              h. わずらわしい 

 i. その他（                                   ） 

 
 

 

ご協力ありがとうございました。 
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コミュニティと祭の関係についてのアンケート調査 

 

私たち法経学部総合政策学科 3年倉阪ゼミでは、コミュニティと祭の関係について研究をしています。 

今回、学生の皆様の意見を知りたいと思い、アンケートを行うことにしました。 

 このアンケートで得た情報は、本調査・研究のためのみに利用し、終了後速やかに破棄します。また情報は全て統計的に処理します

ので、個人が特定される情報が公開されることはありません。お手数ですが、アンケートへのご協力をお願い致します。 

 ご意見・ご質問等ありましたら、こちらにご連絡ください。 連絡先：kurazemi15@gmail.com (代表者：磯部) 

 

＊あなたの性別と年齢をお聞かせください。→ （ 男 184 ・ 女 146 、    歳） 回答総数 333 

 

I 自宅生の方は現在お住まいの市区町村について、一人暮らしの方は地元の市区町村について伺います。 
※一人暮らしの方の「地元」は、今住んでいるところ、あるいは引越しをされている場合は今までもっとも長く住んでいたとこ

ろについてお考えください。 

 
問1. その市区町村に、伝統的な祭または市民まつりはありますか。 

 a. ある 271  b. ない 13  c. 知らない  47 

 

宜しければ、その市区町村名とそこにある祭の名前や内容を以下の分類でお教えください。 

（          都・道・府・県          市・区・町・村） 

伝統的な祭り（祈願、祈念、年中行事、祭礼など文化・信仰に根付いたもの） 

 

 

市民まつり（市民の一体化や地域振興等を目的として企画されたもの） 

 

 

 

問2. あなたはその祭に参加（出店・発表・神輿の担ぎ手等）または見物（見る、買う等）したことがありますか。 

 a. ある  255  b. ない  66  無回答 7 

   

 SQ1. 問 2 で「a.ある」と答えた方に伺います。 

① あなたが知っている祭への参加・見物の頻度について、以下の中から選んで表に番号を書き入れてください。 

 

 

1. ほとんどしなかった 

2. あまりしなかった 

3. 時々した 

4. ほぼした 

 

 

② 参加・見物した理由は何でしたか。それぞれの場合について、あてはまるものを全て下の解答欄にお選びください。 

参加→（                ）   見物→（                ） 

a. 興味があったから    37/79        b. 祭を楽しみたかったから     36/146 

c. 親に薦められたから   31/16        d. 知人に誘われたから         37/139 

e. 恒例行事であるから   62/62        f. 役割を担う年齢・順番になったから 38/6 

g. 思い出を作りたかったから 16/23        h. たまたまやっていたから  12/41                                                                                                    

i．地域ぐるみで参加することになっていたから 39/4 j．その他（       6/7          ） 

 

③ 参加・見物してどのようなことを思いましたか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

a. 地域のことが好きになった 70    b. 地域のことが嫌いになった  0 

c. また参加・見物したいと思った 167 d. もう参加・見物したくないと思った  5 

e. 達成感があった        35    f. (役割等を)負担に感じた  9 

g. 地域の一体感を感じた     79   h. 地域のまとまりのなさを実感した  1                                                                                                                             

i.その他（                23                  ） 

 

問3. 一度でも祭に参加・見物しなかった経験のある方に伺います。その理由は何ですか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

また、最もあてはまる理由をどれか一つお答えください。→ (      ) 

 a. 都合が合わなかった    76/50     b. 同伴者がいなかった  21/7 

 c. 理由がない        38/19     d. きっかけがない      31/14 

 e. 祭があることを知らなかった 32/20   f. 他のことを優先した  40/15 

 g. 治安が悪い        8/4     h. わずらわしい        22/11 

 i. その他（               5/3                    ） 

 

 

 

 伝統的な祭り 市民まつり 

参加 見物 参加 見物 

小学校時代 1.12 0.85 0.68 0.61 

中学校時代 1.63 1.47 1.18 0.81 

高校時代 1.51 1.08 0.85 0.72 

〜現在 2.2 2 1.55 1.08 

 

裏面へ続きます。 
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問4. 祭の役割は何だと思いますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

また、あなたが最も重要だと思うものをどれか一つお答えください。→ (      )  

a. 地域文化や伝統を伝える機会  133     b. 地域の結束を高める機会    92 

c. 地域の活性化を促す機会        170          d. 地域の昔ながらの慣習を伝える機会  62 

e.  地域の老若男女が集う場         81          f. 若い人たちが礼儀や社会性を学ぶ機会  18 

g.  地域の魅力をアピールする場     61          h. 日頃の成果を発表する場 10 

i.  地域とは関係なく、祭り好きが楽しむ場  58 

j. その他（              1             ） 

 

問5. 祭の今後の担い手についてお聞きします。 

  5-1.どのような年代の人が担うべきだと思いますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

    a. 20 代、30 代の若年層 250 b. 40 代、50 代 153 c. 60 代以上の高齢者層  98 

 

   5-2.どのような人が担うべきだと思いますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

     市民 269・ 行政 52 ・ 地元関連企業  64 

                      a. 地域を問わず、やりたい人がやっていけば良い  93 

                      b. よそに住んでいても、地域になじみのある人で、やりたい人がやっていけば良い 72 

    (市民に○をつけた方のみ回答)    c. その町に住む人で、やりたい人がやればよい    97 

     それはどのような市民ですか    d. その町に住む人は、できれば全員でやるのが望ましい  38 

                      e. 昔から住んでいる人がやっていくべき  9 

 
問6. 祭と地域への愛着の関係性について、あなたはどのように思いますか。数字に○をつけてください。 

(祭と愛着には関係性がない) 1 ――― 2 ――― 3 ――― 4 ――― 5 (祭と愛着には関係性がある)  3.55 

    そう考えた理由をお聞かせください。 

  （                                          ） 

 

問7. あなたは、どのような祭であれば参加・見物したいですか。 

 

 

 

Ⅱ 一人暮らしの方に、現在お住まいの市区町村について伺います。 
 
問8. 現在お住まいの市区町村はどちらですか。また、そこに住まわれて現在何年目ですか。 

（          都・道・府・県          市・区・町・村、現在住んでから   年目） 

 

問9. その市区町村に伝統的な祭りまたは市民まつりはありますか。 

  a. ある   b. ない   c. 知らない 

 

問10. あなたはその祭に参加または見物したことがありますか。 

  a. ある   b. ない 

 

 SQ1-1. 問 9 で「a.ある」と答えた方に伺います。 

① あなたが知っている祭への参加・見物の頻度について、以下の中からお選びください。 

1. ほとんどしなかった     2. あまりしなかった 

3. 時々した                 4. ほぼした 

 

② 参加・見物した理由は何でしたか。それぞれの場合について、あてはまるものを全て下の解答欄にお選びください。 

参加→（                ）   見物→（                ） 

a. 興味があったから              b. 祭を楽しみたかったから 

c. 親に薦められたから             d. 知人に誘われたから 

e. 恒例行事であるから             f. 役割を担う年齢・順番になったから 

g. 思い出を作りたかったから          h. たまたまやっていたから                                                                                                                             

i．地域ぐるみで参加することになっていたから  j．その他（                 ） 

 

問 11．祭に参加・見物しなかった経験のある方に伺います。その理由は何ですか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

また、最もあてはまる理由をどれか一つお答えください。→ (      ) 

a. 都合が合わなかった           b. 同伴者がいなかった 

 c. 理由がない                  d. きっかけがない 

 e. 祭があることを知らなかった      f. 他のことを優先した 

 g. 治安が悪い              h. わずらわしい 

 i. その他（                                   ） 

 
 

 

ご協力ありがとうございました。 
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コミュニティと祭の関係についてのアンケート調査 

あなたが実行委員をされている 

 

                                                

                                                についてお聞かせください。 

 

私たち千葉大学法経学部総合政策学科 3年倉阪ゼミコミュニティ班では、コミュニティと祭の関係について研究をしています。 

今回、祭の実行委員会の皆様の意見を知りたいと思い、千葉県内で開催されている各祭の実行委員会の方々にアンケートを行うことにしま

した。 

 このアンケートで得た情報は、本調査・研究のためのみに利用し、終了後速やかに破棄します。また情報は全て統計的に処理しますので、

個人が特定される情報が公開されることはありません。お手数ですが、アンケートへのご協力をお願い致します。 

 ご意見・ご質問等ありましたら、こちらにご連絡ください。    連絡先：kurazemi15.community@gmail.com (代表者：磯部) 

 

アンケートの返信には、同封した返信用封筒をご利用ください。 

また、恐れ入りますが、返信は 8 月 13 日(火)までにお願いいたします。 

 ※メールでの回答をご希望される場合は、word ファイルをお送りしますので上記連絡先までご連絡下さい。 

 

問1. あなたが実行委員をされている祭の実行委員会はどのように構成されていますか。また、その構成者はどのように選ばれていますか。 

構成… 

 

選び方… 

 

 

問 2.その祭は、どのような目的をもって行われているものですか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

また、あなたが最も重要だと思うものをどれか一つお答えください。→ (      )  

a.  地域文化や伝統を伝える機会       b. 地域の結束を高める機会 

c.  地域の活性化を促す機会                  d. 地域の昔ながらの慣習を伝える機会 

e.  地域の老若男女が集う場                  f. 若い人たちが礼儀や社会性を学ぶ機会 

g.  地域の魅力をアピールする場              h. 日頃の成果を発表する場 

i.  地域とは関係なく、祭り好きが楽しむ場 

j.  その他（                           ） 

 

問 3.問 2 の目的を達成するために、どのようなことをされていますか。 

 

 

 

 

問 4.その祭に参加する人物像について、最も中心的なものとして実行委員会が想定するものひとつに○をつけてください。 

  4-1.年齢について 

      a.中学生以下 b.高校生・大学生 c.10 代～20 代 d.30 代～50 代 e.60 代以上 f.特になし 

 4-2.構成について 

   a.一人でも  b.友達同士で   c.家族で    d.特になし 

 4-3.どの地域から 

   a.小学校区など、その祭が行われる地域の住民  b.その祭が行われる市区町村全体の住民 

   c.市区町村内だけでなく、近隣の市区町村からも d.全国から 

      e.特になし 

 4-4.その他とくに実行委員会が想定する人物像があればお書きください。 

 

 

 

 

 
 

裏面へ続きます。 
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問 5. 他の祭にみられないと思われるその祭の特色をお聞かせください。(例:地域の特色を出すために～～～ということをしている、など) 

 

 

 

 

問 6.その祭には地域の文化との関わりが何かありますか。あれば、お聞かせください。 

 

 

 

 

問 7.祭への参加・関心を増やしたり、特色を強めるための工夫を何かしていらっしゃいますか。(例:ゆるキャラやご当地グルメ、街が舞台

となっているアニメを祭に取り入れる、など。) 

 

 

 

 

問 8.祭の担い手について、お聞かせください。 

 8-1. どのような年代の人が担うべきだと思いますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

       a. 20 代、30 代の若年層  b. 40 代、50 代  c. 60 代以上の高齢者層 

  8-2. どのような人が担うべきだと思いますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

       市民 ・ 行政 ・ 地元関連企業 

                      a. 地域を問わず、やりたい人がやっていけば良い 

                      b. よそに住んでいても、地域になじみのある人で、やりたい人がやっていけば良い 

    市民に○をつけた方のみ、      c. その町に住む人で、やりたい人がやればよい 

     それはどのような市民ですか    d. その町に住む人は、できれば全員でやるのが望ましい 

      (あてはまるもの 1つ)      e. 昔から住んでいる人がやっていくべき 

 

問 9.今開催されている祭には、どのような問題があるとお考えですか。個人的な考えでも結構ですので、お聞かせください。 

 

 

 

 

問 10.問 9 でお答えいただいた問題を解決するためには、どういったことが必要だとお考えかお聞かせください。 

 

 

 

 

問 11.今後、このアンケートの回答をもとにして、私たちがヒアリングをさせていただくことは可能ですか。もし可能でしたら、ご連絡先

をお教えください。 

ご氏名  

所属先(担当課、部署名など)  

ご連絡可能なメールアドレス  

 

 

 

 
ご協力ありがとうございました。 
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コミュニティと祭の関係についてのアンケート調査 

あなたが実行委員をされている 

 

                                                

                                                についてお聞かせください。 

 

私たち千葉大学法経学部総合政策学科 3年倉阪ゼミコミュニティ班では、コミュニティと祭の関係について研究をしています。 

今回、祭の実行委員会の皆様の意見を知りたいと思い、千葉県内で開催されている各祭の実行委員会の方々にアンケートを行うことにしま

した。 

 このアンケートで得た情報は、本調査・研究のためのみに利用し、終了後速やかに破棄します。また情報は全て統計的に処理しますので、

個人が特定される情報が公開されることはありません。お手数ですが、アンケートへのご協力をお願い致します。 

 ご意見・ご質問等ありましたら、こちらにご連絡ください。    連絡先：kurazemi15.community@gmail.com (代表者：磯部) 

 

アンケートの返信には、同封した返信用封筒をご利用ください。 

また、恐れ入りますが、返信は 8 月 13 日(火)までにお願いいたします。 

 ※メールでの回答をご希望される場合は、word ファイルをお送りしますので上記連絡先までご連絡下さい。 

 

問1. あなたが実行委員をされている祭の実行委員会はどのように構成されていますか。また、その構成者はどのように選ばれていますか。 

構成… 

 

選び方… 

 

 

問 2.その祭は、どのような目的をもって行われているものですか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

また、あなたが最も重要だと思うものをどれか一つお答えください。→ (      )  

a.  地域文化や伝統を伝える機会  71     b. 地域の結束を高める機会  59 

c.  地域の活性化を促す機会        84          d. 地域の昔ながらの慣習を伝える機会  45 

e.  地域の老若男女が集う場        36          f. 若い人たちが礼儀や社会性を学ぶ機会  16 

g.  地域の魅力をアピールする場    48          h. 日頃の成果を発表する場  21 

i.  地域とは関係なく、祭り好きが楽しむ場  2 

j.  その他（              11             ） 

 

問 3.問 2 の目的を達成するために、どのようなことをされていますか。 

 

 

 

 

問 4.その祭に参加する人物像について、最も中心的なものとして実行委員会が想定するものひとつに○をつけてください。 

  4-1.年齢について 

      a.中学生以下 6 b.高校生・大学生 1 c.10 代～20 代 13 d.30 代～50 代 62 e.60 代以上 14 f.特になし 43 

 4-2.構成について 

   a.一人でも 16  b.友達同士で 6   c.家族で 30    d.特になし 65 

 4-3.どの地域から 

   a.小学校区など、その祭が行われる地域の住民 48 b.その祭が行われる市区町村全体の住民  28 

   c.市区町村内だけでなく、近隣の市区町村からも 39 d.全国から  4 

      e.特になし  7 

 4-4.その他とくに実行委員会が想定する人物像があればお書きください。 

 

 

 

 

 
 

裏面へ続きます。 
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問 5. 他の祭にみられないと思われるその祭の特色をお聞かせください。(例:地域の特色を出すために～～～ということをしている、など) 

 

 

 

 

問 6.その祭には地域の文化との関わりが何かありますか。あれば、お聞かせください。 

 

 

 

 

問 7.祭への参加・関心を増やしたり、特色を強めるための工夫を何かしていらっしゃいますか。(例:ゆるキャラやご当地グルメ、街が舞台

となっているアニメを祭に取り入れる、など。) 

 

 

 

 

問 8.祭の担い手について、お聞かせください。 

 8-1. どのような年代の人が担うべきだと思いますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

       a. 20 代、30 代の若年層 70 b. 40 代、50 代 45 c. 60 代以上の高齢者層  22 

  8-2. どのような人が担うべきだと思いますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。 

       市民 76 ・ 行政 16・ 地元関連企業  22 

                      a. 地域を問わず、やりたい人がやっていけば良い 

                      b. よそに住んでいても、地域になじみのある人で、やりたい人がやっていけば良い 

    市民に○をつけた方のみ、      c. その町に住む人で、やりたい人がやればよい 

     それはどのような市民ですか    d. その町に住む人は、できれば全員でやるのが望ましい 

      (あてはまるもの 1つ)      e. 昔から住んでいる人がやっていくべき 

 

問 9.今開催されている祭には、どのような問題があるとお考えですか。個人的な考えでも結構ですので、お聞かせください。 

 

 

 

 

問 10.問 9 でお答えいただいた問題を解決するためには、どういったことが必要だとお考えかお聞かせください。 

 

 

 

 

問 11.今後、このアンケートの回答をもとにして、私たちがヒアリングをさせていただくことは可能ですか。もし可能でしたら、ご連絡先

をお教えください。 

ご氏名  

所属先(担当課、部署名など)  

ご連絡可能なメールアドレス  

 

 

 

 
ご協力ありがとうございました。 
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名前 宛先 

秋まつり （社）御宿町観光協会 

みさき「盆・盆フェスタ」 いすみ市岬公民館 

大原ちょうちん時代祭 いすみ市役所企画政策課 

大原はだか祭り いすみ市役所商工観光課 

ふれあい納涼まつり いすみ市役所商工観光課 

産業フェスティバル いすみ市役所夷隅地域市民局 

13 社祭り いすみ市役所岬庁舎 地域振興課 

中根六社の祭り いすみ市役所岬庁舎 地域振興課 

ふるさとまつり いすみ市役所岬庁舎 地域振興課 

祇園祭り 香取市役所山田支所地域班 

愛宕神社の神楽 香取市役所山田支所地域班 

山田ふれあいまつり 香取市役所山田支所地域班 

佐原囃子 香取市経済環境部 商工観光課 

栗源のふるさといも祭 香取市香取市栗源区事務所まちづくり課  

桜まつり 鋸南町役場 地域振興課まちづくり推進室 

夏祭り 五所神社 

祭礼 白子神社 

市場まつり 匝瑳市商工会 

東庄ふれあいまつり 東庄町役場 まちづくり課 

諏訪大神秋季大祭 東庄町役場 まちづくり課 

さざなみフェスティバルとみうら とみうら元気倶楽部 

旭市いいおか YOU・遊フェスティバル 旭市役所 商工観光課 

サマーフェスタ in 矢指ケ浦 旭市役所 商工観光課 

例大祭 旭市役所 商工観光課 

旭市七夕市民まつり 旭市役所 商工観光課 

いきいき旭・産業まつり 旭市役所 商工観光課 

海上産業まつり 旭市役所 商工観光課 

黒虎相撲 旭市役所 商工観光課 

熊野神社の神楽 旭市役所 生涯学習課 

旭市いいおか港・水産まつり 旭市役所 農水産課 

ふるさとまつり・ひかた 旭市役所 農水産課 

例大祭 安房神社 

上総国一宮まつり 一宮町役場 産業観光課 

祭礼「神輿の梯子立て」 印西市教育委員会教育部生涯学習課 
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中根の神楽 印西市教育委員会教育部生涯学習課 

八幡神社の獅子舞 印西市教育委員会教育部生涯学習課 

別所の獅子舞 印西市教育委員会教育部生涯学習課 

平岡鳥見神社の獅子舞 印西市教育委員会教育部生涯学習課 

浦部の神楽 印西市教育委員会教育部生涯学習課 

いなざき獅子舞 印西市教育委員会教育部生涯学習課 

秋の市民祭り 浦安市商工観光課 

いっさいがっさいフェスティバル 栄町産業課商工観光班 

安食酉の市 栄町産業課商工観光班 

横芝光町産業まつり 横芝光町役場 産業振興課 

祇園祭 横芝光町役場 産業振興課 

風祭り(中台梯子獅子・大宮神社 横芝光町役場 社会文化課 

祭礼 下立松原神社  

産業まつり 我孫子市環境経済部商工観光課 

郷土芸能祭 我孫子市教育委員会文化･スポーツ課 

竹内神社の祭礼 我孫子市商工観光課 

ＹＯＳＡＫＯＩかまがや 鎌ケ谷市商工会 

産業フェスティバル 鎌ケ谷市商工会 

鎌ヶ谷市市民祭り 
鎌ケ谷市役所市民活動推進課 市民夏まつり実行委員

会事務局 

鎌数の神楽 鎌数伊勢大神宮 

シーフェスタ in kamogawa  鴨川市観光課 

鴨川地区合同祭 鴨川市観光課 

太海 鴨川市観光課 

吉尾地区のまつり 鴨川市観光協会  

南総里見まつり 館山市観光協会 

館山地区祭礼 館山市商工観光課 

洲崎神社祭礼 館山市商工観光課 

かっこ舞 館山市生涯学習課 

古茂口獅子神楽 館山市生涯学習課 

館山市産業まつり 館山市農水産課 

上総十二社祭り 玉前神社 

九十九里町ふるさとまつり 九十九里町役場 企画財政課 

君津市民ふれあい祭り 君津市観光協会 

馬登の獅子神楽 君津市教育委員会生涯学習課 
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三島の棒術と羯鼓舞 君津市教育委員会生涯学習課 

久留里城祭り 君津商工会議所 

小見川祇園祭 香取市役所小見川支所地域班 

水郷おみがわふるさとまつり 香取市役所小見川支所地域班 

水郷おみがわ花火大会 香取市役所小見川支所地域班 

おみがわ YOSAKOI 香取市役所小見川支所地域班 

佐原の大祭 夏祭り 香取市商工観光課 

佐原の大祭 秋祭り 香取市商工観光課 

大崎大和神楽 香取市生涯学習課 

木内神楽 香取市生涯学習課 

白川流十二神楽 香取市生涯学習課 

栗源の夏祭り 香取市役所栗源支所地域班 

節分祭 香取神宮 

花嫁まつり 高滝神社 

大山地区のまつり 高藏神社 

佐倉の秋まつり 佐倉市観光協会 

下勝田の獅子舞 佐倉市文化課 

佐倉時代祭り 佐倉商工会議所 

山武市サマーカーニバル 山武市役所 経済環境部商工観光課 

神楽 山武市教育委員会教育部生涯学習課 

十二面神楽 山武市教育委員会教育部生涯学習課 

25 座神楽 山武市教育委員会教育部生涯学習課 

山武市産業まつり 山武市役所 経済環境部農林水産課 

四街道市産業まつり 四街道市環境経済部産業振興課 

和良比はだか祭り 四街道市経営企画部秘書広報課 

四街道ふるさとまつり 四街道市総務部自治振興課 

大祭 子安神社  

市原市市民まつり 市原市経済部観光振興課 

根元神社の神楽 市原市生涯学習部ふるさと文化課 

鶴峯八幡宮の神楽 市原市生涯学習部ふるさと文化課 

行徳五ヶ町秋の大祭  市川市経済部観光交流推進課 

市川市民まつり 市川市経済部観光交流推進課 

芝山産業祭 芝山町役場 まちづくり課 

芝山はにわ祭 芝山町役場 まちづくり課 

成田祇園祭 社団法人成田市観光協会 
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成田山平和大塔まつり奉納総踊り 社団法人成田市観光協会 

上岩橋の獅子舞 酒々井町教育委員会社会教育課 

墨の獅子舞 酒々井町教育委員会社会教育課 

馬橋の獅子舞 酒々井町教育委員会社会教育課 

剣（八剣神社の祭礼） 習志野市市民経済部商工振興課 

習志野市民まつり“習志野きらっと” 習志野市市民経済部商工振興課 

勝浦春まつり 勝浦市観光商工課 

かつうら若潮まつり 勝浦市観光商工課 

勝浦秋まつり 勝浦市観光商工課 

いんべやぁフェスタ勝浦 勝浦市観光商工課 

鵜原の大名行列 勝浦市観光商工課 

かつうらビッグひな祭り 勝浦市観光商工課 

小見川藩江戸商人街はんなり市 小見川商工会 

初大祭 小塚大師 

祭礼 小湊神社 

松戸の獅子舞 松戸市教育委員会社会教育課 

常盤平さくらまつり 松戸市経済振興部商工観光課 

松戸まつり 松戸市商工会議所 

初薬師大祭 沼蓮寺 

埴生神社祭礼 埴生神社 

成田山花まつり 新勝寺企画課 

成田山節分会 新勝寺企画課 

成田山薪能 新勝寺企画課 

新松戸まつり 新松戸まつり実行委員会 

発酵の里こうざき 酒蔵まつり 神崎町まちづくり課 

なんじゃもんじゃ いきいきフェスティバル 神崎町まちづくり課 

祇園祭 神崎町まちづくり課 

諏訪神社例祭 諏訪神社 

成田ふるさとまつり 
成田ニュータウン自治会連合会(成田ふるさとまつり実

行委員会) 

助崎祇園祭 成田市下総支所農産土木課 

成田市産業まつり 成田市商工課 

西大須賀の神楽 成田市生涯学習課 

北羽鳥の獅子舞 成田市生涯学習課 

大須賀大神の祭り 成田市大栄支所農産土木課 
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桜田の大火 成田市大栄支所農産土木課 

下総ふるさとふれあい納涼まつり 成田市東商工会下総支所 

御利生祭 成田商工会議所 

成田太鼓祭 成田太鼓祭実行委員会 

浦安三社祭 清瀧神社 

房総のむらふるさと祭り 千葉県立房総のむら ふるさとまつり実行委員会 

千葉の親子三大夏祭り 千葉市を美しくする会事務局 

のみの市 千葉市商店街連合会 

千葉城さくら祭り 千葉城桜まつり実行委員会 

妙見大祭 千葉神社 

安産子育て大祭 浅間神社 

神楽 浅間神社 

ふなばし市民まつり・ふれあいまつり 
船橋市役所経済部商工観光課 ふなばし市民まつり実

行委員会 

灯明台祭り 船橋大神宮 

駒まね 匝瑳市役所 産業振興課 

東谷祇園祭り 匝瑳市役所 産業振興課 

そうさ農業まつり 匝瑳市役所  産業振興課 

小高のはだか参り 匝瑳市役所 産業振興課 

祇園祭 匝瑳市役所 産業振興課 

よかっぺ祭り 匝瑳市役所 産業振興課 

御神幸祭 匝瑳市役所 生涯学習課生涯学習室 

松山神社神楽 匝瑳市役所 生涯学習課生涯学習室 

のさかふれあい祭り 匝瑳市役所 野栄総合支所地域整備室 

髭撫祭り 側高神社 

袖ケ浦公園まつり 袖ケ浦公園管理事務所 

袖ケ浦市民ふれあい夏まつり 袖ケ浦市役所市民活動支援課 

多古祇園祭 多古町産業経済課 

大多喜お城まつり 大多喜町役場産業振興課商工観光係（観光本陣） 

永田の獅子舞 大網白里市役所 教育委員会生涯学習課生涯学習班 

地曳きまつり 大網白里市役所 産業振興課  

銚子市産業まつり 銚子市観光商工課 

大潮まつり 銚子市漁業協同組合 

銚子みなとまつり 銚子商工会議所 銚子みなとまつり実行委員会 

祭礼 長生村役場 産業課 
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岩沼の獅子舞 長生村役場 生涯学習課（文化会館内） 

房州里見大黒天の祭り 長泉寺  

長南フェスティバル 長南町役場 企画財政室 

長柄農林商工まつり 長柄町役場 事業課産業振興班 

安房国司祭やわたんまち 鶴谷八幡宮 

祭礼 天津神明宮 

東金桜まつり 東金市観光協会 

やっさまつり 東金市産業振興課 

日吉神社大祭 東金市産業振興課 

北之幸谷の獅子舞 東金市生涯学習課 

東金ばやし 東金市生涯学習課 

東大社の春季例祭 東大社 

東大社の流鏑馬 東大社 

観光無料地引き網 南房総市観光協会岩井案内所 

岩井地区の祭礼 南房総市観光協会岩井案内所 

千倉の夏祭り 南房総市観光協会千倉案内所 

富浦地区の夏祭り 南房総市観光協会富浦案内所 

南房総市丸山農業祭 南房総市丸山支所地域市民福祉課 

さわぎんぴっく 南房総市教育委員会 

小戸の初午 南房総市商工観光部観光プロモーション課 

秋祭り 南房総市商工観光部観光プロモーション課 

祭礼 南房総市商工観光部観光プロモーション課 

秋の祭礼 南房総市商工観光部観光プロモーション課 

白浜海女まつり 南房総市商工観光部観光プロモーション課 

棒術・羯鼓舞・獅子神楽 南房総市生涯学習課 

下総三山の七年祭り 二宮神社 

あけぼの山農業公園まつり 柏市まちづくり公社 

十二座神楽 柏市役所教育委員会文化課 

篠籠田の獅子舞 柏市役所教育委員会文化課 

桜まつり 柏市観光協会 

沼南まつり 柏市沼南商工会 

柏まつり 柏商工会議所（柏まつり実行委員会） 

ふるさとまつり 白井市商工会 ふるさとまつり実行委員会事務局 

南白亀川イカダのぼり大会 白子町役場  総務課 

八街市産業まつり 八街市役所 経済環境部農政課 
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八街ふれあい夏まつり 
八街商工会議所 八街ふれあい夏まつり実行委員会事

務局 

八坂神社の祭礼 八坂神社 

八千代ふるさと親子祭 八千代ふるさと親子祭実行委員会 

八剱八幡神社例大祭 八剱八幡神社  

富山文化祭 富山公民館 

富津ふるさとまつり 富津市商工会 

吾妻神社 馬だしまつり 富津市商工観光課 

富津市産業まつり 富津市農林水産課 

富里ふるさとまつり 富里ふるさとまつり実行委員会（冨里市商工会内） 

富里市産業まつり・リサイクルフェアー・ 

健康まつり 
富里市産業経済課 

富里ひずめ太鼓 富里市産業経済課 

福祉まつり 富里市社会福祉協議会 

久能獅子舞 富里市生涯学習課 

中沢麦つき踊り 富里市生涯学習課 

麻賀多神社祭礼 麻賀多神社 

茂原秋まつり合同渡御 茂原市商工観光課 

茂原七夕まつり 茂原商工会議所 

木更津港まつり 木更津市観光協会 

ぼん天立て 木更津市観光協会 

狸まつり 木更津市観光協会 

下根獅子舞・棒剣術 野田市教育委員会生涯学習部社会教育課 

野田のつく舞 野田市教育委員会生涯学習部社会教育課 

野田のぱっばか獅子舞 野田市教育委員会生涯学習部社会教育課 

関宿城まつり 野田市関宿商工会 

関宿まつり 野田市関宿商工会 

野田夏まつり躍り七夕 野田市民生経済部商工課 

三ヶ町夏祭り 野田市民生経済部商工課 

野田みこしパレード 野田商工会議所 

野田市産業祭 野田商工会議所 

流山市民まつり 流山市市民経済部コミュニティ課 

木まち 龍正院 

四万八千日 龍正院 

火渡り祭り 浪切不動尊 
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