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（別添）文化芸術アンケート等各種調査の結果（速報値） 

 

①－ア 文化芸術の振興に関するアンケート調査（県民） 

・調査対象：無作為抽出した１８歳以上の県民３，０００人 

・調査方法：アンケート調査票による書面調査 

・調査期間：令和元年９月１０日～１０月１５日 

・回収率：３５．１％（１，０５２人） 

 

問１．あなたが昨年度、鑑賞（体験）した文化芸術はどれですか。（〇はいくつでも）（回

答者数：１，０５２人） 

※昨年度とは、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日とします。 

 

 昨年度、鑑賞（体験）した文化芸術についてたずねたところ、『映画（アニメ含む）』が

最も多く 62.5%、次いで『美術』34.2%、『音楽（ポップス）』が 33.7%となりました。 
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【問１で「鑑賞しなかった」以外のいずれかに回答した方に】 

問２．あなたが昨年度、文化芸術を鑑賞（体験）した理由はなんですか。（〇はいくつで

も）（回答者数：９００人） 

 
 昨年度、文化芸術を鑑賞（体験）した理由をたずねたところ、『自分が興味のある内容

だったから』が 86.1%で最も多く、次いで『家族・友人などから誘われたから』が 37.2%と

なりました。 

 

【問１で「鑑賞しなかった」以外のいずれかに回答した方に】 

問３．あなたは昨年度、文化芸術をどこで鑑賞（体験）しましたか。（〇はいくつでも） 

  （回答者数：９００人） 

 

 昨年度、文化芸術をどこで鑑賞（体験）したかたずねたところ、『映画館（県内）』が最

も多く 57.6%、次いで『美術館・ギャラリー・博物館（動・植物園含む）（県外）』が 36.8%

となりました。 
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【問３で「自宅や通勤・通学・移動途中など」以外のいずれかに回答した方に】 

問４．あなたは昨年度、何回くらい映画館やホールなどの施設や催し物の会場を実際に訪

れて、鑑賞（体験）しましたか。（〇は１つ）（回答者数：８５０人） 

 

 昨年度、何回くらい映画館やホールなどの施設や催し物の会場を実際に訪れて、鑑賞（体

験）をしたか尋ねたところ、『５回以上』が 34.0%で最も多く、次いで『３回』が 20.9%と

なりました。 

 

【問３で「自宅や通勤・通学・移動途中など」以外のいずれかに回答した方に】 

問５．あなたは昨年度、施設などで得た文化芸術の鑑賞（体験）に満足できましたか。（〇

は１つ）（回答者数：８５０人） 

 

昨年度、施設などで得た文化芸術の鑑賞（体験）に満足できたかたずねたところ、『満

足できた』が 93.1%、『満足できなかった』が 5.3%となりました。 
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【問５で「満足できた」と回答した方に】 

問６．鑑賞（体験）に「満足できた」とお答えになった理由はなんですか。（〇はいくつで

も）（回答者数：７９１人） 

 

 鑑賞（体験）に「満足できた」理由をたずねたところ、『回数は少なかったが、満足でき

る鑑賞経験を得られたから』が 67.5%で最も多く、次いで『自分にとって十分な回数だか

ら』が 27.4%となりました。 

 

【問５で「満足できなかった」と回答した方に】 

問７．十分な鑑賞（体験）ができなかった理由はなんですか。（〇はいくつでも）（回答者

数：４５人） 

 

 十分な鑑賞（体験）ができなかった理由をたずねたところ、『鑑賞（体験）をしたかっ

たが、興味のある内容の催し物が少なかったから』が 35.6%で最も多く、次いで『自分の都

合のよい日時に開催されていなかったから』が 31.1%となりました。  
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【問１で「鑑賞しなかった」に回答した方に】または【問３で「自宅や通勤・通学・移動途

中など」以外のいずれかに回答がない方に】 

問８．あなたが昨年度、施設などで文化芸術を鑑賞（体験）しなかった理由はなんですか。

（〇は３つまで）（回答者数：２０２人） 

 

施設などで文化芸術を鑑賞（体験）しなかった理由をたずねたところ、『仕事・育児・

介護などで忙しく鑑賞に出かける時間がないから』が 33.7%で最も多く、次いで『興味のあ

る内容の催し物がないから』が 30.7%でした。 

 

問９．あなたは、文化芸術活動を行うことに興味・関心がありますか。（〇は１つ） 

  （回答者数：１，０５２人） 

 

 文化芸術活動を行うことに興味・関心があるかたずねたところ、『興味・関心がある』

が 49.0%、『興味・関心がない』が 46.4%となりました。 
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【問９で「ある」と回答した方に】 

問１０．あなたは、継続的に何らかの文化芸術活動を行っていますか。（〇は１つ） 

   （回答者数：５１５人） 

 

継続的に何らかの文化芸術活動を行っているかたずねたところ、『行っている』が41.9%、

『行っていない』が 55.1%となりました。 

 

  



7 
 

【問 10 で「行っている」と回答した方に】 

問１１．あなたが行っている文化芸術活動のジャンルはなんですか。（〇はいくつでも） 

   （回答者数：２１６人） 

 

行っている文化芸術活動のジャンルをたずねたところ、『美術』が最も多く 28.7%、次い

で『音楽（ポップス）』が 21.8%、『映画』が 19，4%、『音楽（クラシック）』が 19.4%となり

ました。 
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【問 10 で「行っている」と回答した方に】 

問１２．問１１で回答した文化芸術活動を始めた理由はなんですか。（〇はいくつでも） 

  （回答者数：２１６人） 

 

 文化芸術活動を始めた理由をたずねたところ、『もともと好きだった、物心ついたときに

は始めていた』が 59.3%で最も多く、次いで『家族・友人などから誘われたから』が 33.3%

でした。 

 

【問１０で「行っている」と回答した方に】 

問１３．問１１で回答した文化芸術活動を行う際の不満や不便な点はありますか。（〇はい

くつでも）（回答者数：２１６人） 

 

 文化芸術活動を行う際の不満や不便な点についてたずねたところ、『特に不満や不便な点

はない』が 39.8%で最も多くなりましたが、次いで『活動に必要な費用が高額である』が

23.6%、『練習・制作のための場所が少ない・遠い』が 20.8%となりました。 
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【問９で「興味・関心がある」と回答し、問１０で「行っていない」と回答した方に】 

問１４．あなたが興味・関心がある文化芸術活動のジャンルはなんですか。（〇はいくつで

も）（回答者数：２８４人） 

 

 文化芸術活動に興味・関心があるが現在は行っていない方に興味・関心がある文化芸術

活動のジャンルについてたずねたところ、『美術』が 46.5%と最も多く、次いで『映画（ア

ニメ含む）』が 45.1%となりました。 
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【問９で「興味・関心がある」と回答し、問１０で「行っていない」と回答した方に】 

問１５．興味・関心があるが文化芸術活動を行っていない理由はなんですか。（〇は３つま

で）（回答者数：２８４人） 

 

興味・関心があるが文化芸術活動を行っていない理由をたずねたところ、『仕事・育児・

介護などで忙しく参加する時間がないから』が 48.9%で最も多く、次いで『自分の都合のよ

い日時に実施されていないから』が 28.2%となりました。 

 

問１６．あなたが住んでいる地域では、継承されている祭り、踊り、笛・太鼓の音楽等の

伝統芸能がありますか。（〇は１つ）（回答者数：１，０５２人） 

 

住んでいる地域で継承されている伝統芸能があるかたずねたところ、『ある』が 50.0%、

『ない』が 16.4%、『あるかどうか知らない』が 31.2%となりました。 
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【問１６で「１．ある」に回答した方に】 

問１７．あなたは、自分が住んでいる地域の伝統芸能に担い手（出演、みこしの担ぎ手、

裏方等）として参加していますか。または参加したいと思いますか。（○は１つ） 

   （回答者数：５２６人） 

 

自分が住んでいる地域の伝統芸能に担い手として参加しているか、または参加したいと

思うかたずねたところ、『参加しているし、今後も続けたいと思う』が 15.0%、『参加してい

るが、今後は続けたいとは思わない』が 4.9%、『参加していないが、今後参加したいと思

う』が 19.4%、『参加していないし、今後参加したいとも思わない』が 57.2%となりました。 

 

【問１７で「参加しているが、今後は続けたいとは思わない」または「参加していないし、

今後参加したいとも思わない」に回答した方に】 

問１８．あなたが担い手（出演、神輿の担ぎ手、裏方等）として参加を続けたいとは思わ

ない、又は参加したいと思わない理由は何ですか。（〇は３つまで） 

   （回答者数：３２７人） 

 

 担い手として続けたい、参加したいと思わない理由をたずねたところ、『知っているが興

味がない、または楽しくないから』が 27.8%で最も多く、次いで『その他』が 24.8%、『仕

事・育児・介護などで忙しく時間がないから』が 24.2%となりました。 
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問１９．あなたは、自分が住んでいる地域以外の伝統芸能に担い手（出演、みこしの担ぎ

手、裏方等）として参加している、または参加したことがありますか。（〇は１つ） 

   （回答者数：１，０５２人） 

 

住んでいる地域以外の伝統芸能に担い手として参加している、または参加したことがあ

るかたずねたところ、『参加している・参加したことがある』が 15.1%、『参加していない・

参加したことがない』が 82.0%となりました。 

 

【問 19 で「参加している・参加したことがある」に回答した方に】 

問２０．参加している（参加した）理由は何ですか。（〇はいくつでも） 

（回答者数：１５９人） 

 

住んでいる地域以外の伝統芸能に参加している（参加した）理由をたずねたところ、『そ

の伝統芸能・祭りが好きだから』が 42.1%で最も多く、次いで『友人知人に誘われたから』

が 30.8%となりました。 
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問２１．県では、障害の有無に関わらず文化芸術活動について鑑賞・参加できることが大

切だと考えていますが、県内でそのような鑑賞・参加ができる機会は十分だと思い

ますか。（〇は１つ）（回答者数：１，０５２人） 

 

 障害の有無に関わらず文化芸術活動について鑑賞・参加ができる機会は十分だと思うか

たずねたところ、『思う』が 11.6%、『思わない』が 23.1%、『わからない』が 63.4%となりま

した。 

 

問２２．障害のある方の文化芸術活動のうち、あなたが興味のあるものはありますか。（〇

はいくつでも）（回答者数：１，０５２人） 

 

 障害のある方の文化芸術活動のうち、興味のあるものについてたずねたところ、『美術』

が 51.6%で最も多く、次いで『音楽』が 38.3%となりました。 
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問２３．千葉県にある次の文化施設のうち、あなたが知っているものはどれですか。（〇は

いくつでも）（回答者数：１，０５２人） 

 
 千葉県にある文化施設のうち、知っているものについてたずねたところ、『千葉県文化会

館』が 65.2%で最も多く、次いで『県立美術館』が 40.6%、『県立房総のむら』が 40.0%とな

りました。 

 

問２４．千葉県の文化芸術を振興するために、県が積極的に取り組むべき分野はどのよう

なことだと思いますか。（〇は３つまで）（回答者数：１，０５２人） 

 
 文化芸術を振興するために、県が積極的に取り組むべき分野についてたずねたところ、

『子どもたちが文化芸術に親しむ機会の充実』が 39.3%で最も多く、次いで『公演、展覧

会、芸術祭などの文化事業の充実』が 23.1%となりました。 
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＜本アンケート結果総括＞ 

 ・鑑賞（体験）している文化芸術としては、映画が最も多く、鑑賞した場所としても『映

画館（県内）』が最も多かった。また、自宅や通勤等の移動途中などでテレビ、パソコ

ン、携帯電話などを通して文化芸術にふれる割合は３割を超えていた。 

 ・文化芸術を鑑賞（体験）しなかったと回答した方は約 13%だった。 

・自宅や通勤途中で電子機器等により鑑賞したと回答した方は約 33%、電子機器以外（書

籍など）は約 18%だった。 

・文化施設等で鑑賞しなかった理由としては『仕事・育児・介護等で忙しく時間がなかっ

た』という回答が最も多く、ついで『興味のある催し物がない』だった。 

 ・自分自身で行っている文化芸術としては、美術が最も多く、次いで音楽（クラシック、

ポップス）や映画が挙げられていた。また、文化芸術活動を始めた理由として、「もと

もと好き・物心ついたときには始めていた」とする回答が最も多く、次いで「家族、

友人などから誘われた」、「自宅の近くで活動などが行われていたから」となった。 

 ・文化芸術活動を行う際に「不満や不便を感じていない」とする回答が約４割で最も多

く、次いで「活動に必要な費用が高額」、「練習・制作のための場所が少ない・遠い」

だった。 

・自分の地域に伝統芸能があるかどうか知らないという回答が３割強となった。また地

域に伝統芸能があると知っている人のうち、「参加しているが続けたくない」、「参加し

ていないし今後も参加したくない」との回答が合わせて６割強となった。一方、参加し

ていないが今後参加したいという方が２割弱、また自分の住んでいる地域以外の伝統

芸能に参加している・参加したことがあるとの回答が 15%だった。 

 ・障害者の鑑賞や参加の機会が十分か思うかという問には、６割以上が『わからない』

と回答していた。また、障害者が行う文化芸術の中で興味があるものについては、美

術が５割を超え、音楽も４割弱の回答があった。 

 ・県が取り組むべき施策としては、子どもたちが文化芸術に親しむ機会の充実が唯一  

３割を超えていた。 
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②－イ 文化芸術の振興に関するアンケート調査（文化芸術団体）（速報値） 

・調査対象：県内文化芸術関連団体６０団体 

・調査方法：アンケート調査票による書面調査 

・調査期間：令和元年９月１０日～１０月１５日 

・回収率：６８．３％（４１団体） 

 

問１．貴団体の現在の会員（加入者）数についてお答えください。おおよそでもかまいま

せん。（回答団体数：４１団体） 

 

団体の現在の会員（加入者）数についてたずねたところ、『１０１～３００名』が 19.5%

で最も多く、次いで『３０１～５００名』と『５０１名～１，０００名』が共に 17.1%とな

りました。 

平均は１，６７６人となりました。 

 

問２．現会員（加入者）の平均年齢についてお答えください。おおよそでもかまいません。 

  （回答団体数：４１団体） 

 

 現会員（加入者）の平均年齢についてたずねたところ、『７０代』が 43.9%で最も多く、

次いで『６０代』が 31.7%となりました。 

 

  



17 
 

問３．貴団体として行う成果の発表会や展示会等をどのくらい行っていますか。（〇は１つ） 

  （回答団体数：４１団体） 

 

成果の発表会や展示会等をどのくらい行っているかたずねたところ、『年２～５回』が

51.2%と最も多く、次いで『年 1 回』が 29.3%となりました。 

 

【問３で「行っていない」以外のいずれかに回答した方に】 

問４．貴団体として行う成果発表会や展示会等は一般の方（会員以外）の参加（観覧、聴

講）も受け付けていますか。（〇は１つ）（回答団体数：３８団体） 

 

成果発表会や展示会等は一般の方（会員以外）の参加も受け付けているかたずねたとこ

ろ、『全ての回で受け付けている』が 86.8%、『一部の回で受け付けている』が 10.5%となり

ました。 
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【問４で「全ての回で受け付けている」または「一部の回で受け付けている」のいずれか

に回答した方に】 

問５．一般の方（会員以外）の参加（観覧、聴講）を受け付ける場合、それは有償でしょう

か、無償でしょうか。（〇は１つ）（回答団体数：３７団体） 

 

一般の方（会員以外）の参加（観覧、聴講）が有償か、無償かたずねたところ、『全て有

償』が 21.6%、『有償の回と無償の回がある』が 18.9%、『全て無償』が 59.5%となりました。 

 

問６．貴団体として行う成果発表会や展示会等で、障害のある人も行きやすいような工夫

はありますか。（〇は１つ）（回答団体数：４１団体） 

 

成果発表会や展示会等で、障害のある人も行きやすいような工夫があるかたずねたとこ

ろ、『ある』が 48，8%、『ない』が 39.0%、『検討中』が 12.2%でした。 

 

【問６で「１．ある」に回答した方に】 

問７．具体的には、どのような工夫を行っていますか。以下の欄にご記入ください。 

 

 ※集計中 
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問８．行っている事業や活動について、未活動者や未加入者向けのＰＲ活動を行っていま

すか。（〇は１つ）（回答団体数：４１団体） 

 

未活動者や未加入者向けのＰＲ活動を行っているかたずねたところ、『継続的または定期

的に行っている』が 41.5%、『必要に応じて行っている』が 46.3%、『実施を検討中』が 4.9%、

『行っていない』が 4.9%となりました。 

 

【問８で「継続的または定期的に行っている」、「必要に応じて行っている」、「実施を検

討中」のいずれかに回答した方に】 

問９．ＰＲ活動はどのような方法をとっていますか。（〇はいくつでも）（回答団体数：   

３８団体） 

 

未活動者や未加入者向けのＰＲ活動はどのような方法をとっているかたずねたところ、

『チラシの配布、ポスターの掲示等』が 78.9%で最も多く、次いで『市町村（行政）の広報

誌への掲出』が 52.6%となりました。また、1 団体あたり平均で 2.4 種類の手法を回答して

おり、複数の手法でＰＲ活動がされていました。 
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問１０．貴団体が公開する専用のホームページ（facebook 等を含む）をお持ちですか。（〇

は１つ）（回答団体数：４１団体） 

 

専用のホームページ（facebook 等を含む）があるかたずねたところ、『ある』が 34.1%、

『ない』が 58.5%、『検討中』が 7.3%となりました。 

 

問１１．貴団体が行う文化芸術活動に、障害のある人も参加してもらいたい（参加できる）

と思いますか。（〇は１つ）（回答団体数：４１団体） 

 

 団体が行う文化芸術活動に、障害のある人も参加してもらいたい（参加できる）と思う

かたずねたところ、『思う』が 95.1%、『思わない』が 4.9%となりました。 
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問１２．県のホームページ「ちば文化交流ボックス」では地域のイベント情報を掲載して

いますが、貴団体では、利用したことがありますか。（〇は１つ） 

   （回答団体数：４１団体） 

 

 「ちば文化交流ボックス」を利用したことがあるかたずねたところ、『利用したことがあ

る』が 14.6%、『利用したことがない』が 80.5%、『検討中』が 4.9%となりました。 

 

問１３．貴団体として後継者育成のための事業や活動を行っていますか。（〇は１つ） 

   （回答団体数：４１団体） 

 

 団体として後継者育成のための事業や活動を行っているかたずねたところ、『継続的また

は定期的に行っている』が 26.8%、『必要に応じて行っている』が 31.7%、『実施を検討中で

ある』が 12.2%、『行っていない』が 26.8%となりました。 
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問１４．他ジャンルの芸術文化団体との交流（コラボレーションを含む）を行う事業や活

動を行っていますか。（〇は１つ）（回答団体数：４１団体） 

 

他ジャンルの芸術文化団体との交流（コラボレーションを含む）を行っているかたずね

たところ、『継続的または定期的に行っている』が 17.1%、『必要に応じて行っている』が

19.5%、『実施を検討中である』が 14.6%、『行っていない』が 48.8%となりました。 

 

問１５．貴団体として事業や活動を行う際に不満や不便を感じたことがありますか。（〇は

３つまで）（回答団体数：４１団体） 

 

 事業や活動を行う際に不満や不便を感じたことについてたずねたところ、『新規加入者が

少ない』が 82.9%で最も多く、次いで『団体の運営体制に不安がある』が 34.1%となりまし

た。 
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問１６．貴団体として、やっていきたいことや担っていきたいと思う役割は次のうちどれ

ですか。（〇は３つまで）（回答団体数：４１団体） 

 

団体として、やっていきたいことや担っていきたいと思う役割についてたずねたところ、

『子どもたちへの文化芸術の普及、教育』が最も多くて 61.0%、次いで『文化芸術を活用し

た地域の活性化』が 56.1%、『若手芸術家・文化人の確保、育成』が 51.2%となりました。 

 

問１７．今後貴団体がやっていきたいことや担っていきたい役割に関して課題としている

ことや悩みごとがありますか。どのようなことでも結構ですのでご自由にご記載く

ださい。 

 

※集計中 

 

 

問１８．「ちば文化」（千葉県固有の文化、千葉県らしさ）でイメージするものは、どのよ

うなものですか。どのようなことでも結構ですのでご自由にご記載ください。 

 

※集計中 
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問１９．千葉県の文化芸術を振興するために、県が担う役割はどのようなことだと思いま

すか。（〇は３つまで）（回答団体数：４１団体） 

 

文化芸術を振興するために、県が担う役割についてたずねたところ、『子どもたちが文化

芸術に親しむ機会の充実』が 51.2%で最も多く、次いで『文化会館やホール、美術館・博物

館などの文化施設の充実』が 46.3%となりました。 

 

問２０．その他、県が取り組む文化施策等に対してご意見等がありましたらご記載くださ

い。 

 

※集計中 

 

 

＜本アンケート結果総括＞ 

・平均年齢は７０代が最も多かった。 

・約９割が年１回以上の発表会や展示会を行っており、ほぼすべての団体で会員以外の参

加を受け付けていた。 

・９割近くの団体がＰＲ活動を行っており、その活動の方法として「チラシ、ポスターの

掲示等」が最も多いが、「市町村広報誌への掲出」など複数の媒体を使ってＰＲを行って

いた。 

・自らのホームページを持っている団体は約３分の１だった。 

・９割以上の団体が障害者に参加してもらいたいと思っていた。 

・活動を行う上での課題として、「新規加入者が少ない」を挙げている団体が８割を超え、

最も多かった。 

・自らの役割として、また県へ求める役割としても、子どもたちへの文化芸術の普及、教

育が最も多く挙げられていた。 
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② インターネットアンケート調査 

・調査対象：「県民参加メールマガジン」に登録しているアンケート調査協力員１，４５７名 

     （調査実施時の登録者数。県内に居住する満１８歳以上の県民） 

・調査方法：インターネットアンケートによるネット調査 

・調査時期：令和元年８月３０日～９月１２日 

・回収率：１０．９％（１５９人） 

 

ア 回答者の構成 

 

(１)年齢（回答者数：１５９人） 

  

 年齢については、『70 歳以上』が 36.5％と最も多く、次いで『60 歳～69 歳』が 25.8％で

した。 

 

  

18歳～19歳

0.0%

20歳～29歳

0.6%
30歳～39歳

1.3%

40歳～49歳

13.8%

50歳～59歳

22.0%

60歳～69歳

25.8%

70歳以上

36.5%

（ｎ＝159）
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(２)性別（回答者数：１５９人） 

 

 性別については、『男性』が 71.7％、『女性』が 28.3％でした。 

 

イ 調査結果 

 

問１．あなたは、学生時代に文化関係の部活動・サークル・教室等に入会していましたか。

（１つ選択）（回答者数：１５９人） 

 

 学生時代に文化関係の部活動・サークル・教室等に入会していたかたずねたところ、『し

ていなかった』が 51.6％、『していた』が 47.1％でした。 

男性

71.7%

女性

28.3%

その他

0.0%
（ｎ＝159）

していた

47.1%

団体に所属していなかったが個人

的に活動していた

1.3%

していなかった

51.6%

現在学生である

0.0%
（ｎ＝159）
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【問１で「していた」もしくは「団体に所属していなかったが個人的に活動していた」と

答えた方に聞きました。】 

問２．現在も何らかの文化的な活動をしていますか。（１つ選択）（回答者数：７７人） 

 

現在も何らかの文化的な活動をしているかたずねたところ、『全くしていない、又はほぼ

していない』が 40.2％と最も多く、次いで『個人的な趣味として行っている』が 26.0％で

した。 

 

【問２で「職業・なりわいとして活動している」もしくは「団体に所属して活動している」

以外を答えた方に聞きました。】 

問３．問２の回答の理由は何ですか。（いくつでも）（回答者数：６１人） 

 

 問２の回答の理由をたずねたところ、『仕事・育児等で忙しく時間が取れないから』が

34.4％と最も多く、次いで『自分の都合のよい日時に実施されていないから』が 27.9％で

した。また、『その他』の答えの中には、「興味がうすれた」、「やってみて向いていないと

感じた」、「家族の介護がある」などの意見がありました。 

職業・なりわいと

して活動している

5.2%

団体に所属して

活動している

15.6%

個人的な趣味

として行って

いる

26.0%

創作・制作・活動や

出演はしていないが

鑑賞はしている

13.0%

全くしていない、

又はほぼしてい

ない（数年に1回

程度）

40.2%

（ｎ＝77）

34.4%

27.9%

23.0%

23.0%

23.0%

21.3%

19.7%

13.1%

0.0%

13.1%

0% 10% 20% 30% 40%

仕事・家事等で忙しく時間が取れないから

自分の都合のよい日時に実施されていないから

入会したい団体がないから

経費がかかるから

活動はしなくとも鑑賞で満足できるから

近隣で実施されていないから

活動に関する情報が得られないから

学生時代は部活動等へ参加するものだと思っていたから

コンクール出場等の目標がなくなったから

その他

（ｎ＝61）
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問４．あなたは、オリンピック・パラリンピックが文化の祭典でもあるとして、各種文化

イベントが「文化プログラム」として実施されていることを知っていますか。（１つ選

択）（回答者数：１５９人） 

 

 オリンピック・パラリンピックが文化の祭典でもあるとして、各種文化イベントが「文

化プログラム」として実施されていることを知っているかたずねたところ、『いいえ』が

72.3％、『はい』が 27.7％となりました。 

 

問５．県では、次の文化プログラム関連事業を実施しますが、あなたが鑑賞・参加したい

事業はどれですか。（いくつでも）（回答者数：１５９人） 

 

 県が実施する文化プログラム関連事業で、鑑賞・参加したい事業をたずねたところ、『千

葉・県民音楽祭』が 44.7％と最も多く、次いで『千葉・県民芸術祭』が 35.2％でした。 

 また、『その他』の答えの中には、「鑑賞や参加には費用がかかるのでできない」などの

意見がありました。 

  

はい, 

27.7%

いいえ, 

72.3%

（ｎ＝159）

44.7%

35.2%

31.4%

30.2%

1.3%

28.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

千葉・県民音楽祭

千葉・県民芸術祭

県民の日行事

ちばアート祭

その他

鑑賞・参加したい事業はない

（ｎ＝159）
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問６．あなたは、千葉県の文化振興のため、県は何に取り組むべきと思いますか。（３つま

で）（回答者数：１５９人） 

 

 千葉県の文化振興のため、県は何に取り組むべきかたずねたところ、『子どもたちが文化

芸術に親しむ機会の充実』が 34.0％と最も多く、次いで『文化会館やホール、美術館・博

物館などの文化施設の充実』が 33.3％でした。 

 

【問６で「地域の文化に関わる情報の提供」と答えた方に聞きました。】 

問７．あなたは、特にどのような情報提供の方法を充実させて欲しいですか。（いくつでも）

（回答者数：２９人） 

 

 

  

34.0%

33.3%

30.8%

27.7%

23.9%

23.3%

22.6%

18.9%

18.2%

11.3%

6.3%

5.0%

6.9%

0% 10% 20% 30% 40%

子どもたちが文化芸術に親しむ機会の充実

文化会館やホール、美術館・博物館などの文化施設の充実

公演、展覧会、芸術祭などの文化事業の充実

地域の芸術や祭りなどの継承・保存

歴史的な建物や遺跡などを活かしたまちづくりの推進

芸術家や文化団体の活動の支援

若手芸術家の活動の支援

文化施設などにおける地域の芸術家の積極的な活用

地域の文化に関わる情報の提供

障害の有無に関わらず、文化芸術活動に参加できるようなサポートの充実

障害の有無に関わらず、文化芸術を鑑賞できるサポートの充実

その他

特になし

（ｎ＝159）
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問８．その他、千葉県の文化行政に対してご意見等があればご記載ください。（回答者数：

３５人） 

  （寄せられたご意見・ご要望には次のようなものがありました。） 

（１）文化施設や文化事業について 

・無駄の廃止。 

・費用対効果を検討考慮すべき。 

 ・人口が多いのに文化ホールがない。公平な施設の充実を望む。 

 ・都市間の格差を無くす。千葉県の中心部から離れた地域の県民への具体的対策を。 

 ・老朽化した文化施設の維持のために最低限の支出を行ってほしい。支出が難しい施設

については閉鎖してほしい。 

 ・公共交通機関を利用して行ける施設の充実、不便な施設の場所の改善を希望する。 

 ・足腰が不自由な方、車イス利用者への配慮、駐車場の確保がなく残念。参加を諦める

ことがある。 

・美術館の料金が高い。 

 ・展覧会、発表会等を鑑賞者の評価やコメントにより表彰したらよい。また、表彰の理

由を公表してほしい。 

・公益事業での公平性の観点から不適切な作品の展示を防ぐ仕組みを整えて欲しい。 

・行政による表現活動、文化芸術活動の制約をさせない。 

・東京や関東各地から千葉県へ人が呼べる文化イベントや文化行政を。 

・日本又は地域の伝統芸能の充実、継承に力を入れて欲しい。 

・現行制度の継続的充実、障害者の文化行政への支援をしてほしい。 

・ビエンナーレ、トリエンナーレのような現代アートの企画をしてはどうか。 

（２）広報について 

 ・知られていない文化施設への道案内や広報を充実させて欲しい。 

 ・県民だよりやホームページの充実、図書館への特設コーナーを設置して欲しい。 

 ・駅やスーパーマーケットなどでの掲示を実施して欲しい。市役所や県庁などはほとん

ど行かない。 

 ・文化行政の見える化をしてほしい。 

（３）その他 

 ・千葉の会場で行われるパラリンピックの PR をすべきでは。 

 ・オリンピックに限ったにわか行政は税金の無駄使い。 

 ・文化活動は結構だが、国民年金生活では余裕がない。 

 

 

＜本アンケート結果総括＞ 

・全体の約半数の方が学生時代に部活動やサークル等で文化関係の活動をしていたが、

現在はその８割の方が趣味や鑑賞のみの活動、もしくは活動をしていない状況にある

ことがわかった。その理由としては、『仕事・家事等で忙しく時間が取れないから』と

いう回答が３分の１を占めていた。 

 ・文化振興のため県に期待されている取組として、子どもたちが文化芸術に親しむ機会

の充実や、文化会館やホール、美術館・博物館などの文化施設の充実について多くの

方から回答があった。  
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③ 県内高等学校書面アンケート調査（５校） 

・調査対象：県内各地域において文化的な活動に力を入れている５校の高等学校の３年生 

     （千葉県立松戸高等学校、千葉県立佐原高等学校、千葉県立成東高等学校、 

      千葉県立大原高等学校、千葉県立木更津高等学校）（千葉県高等学校文化連盟

の協力を得て選定、実施）（回答数１，２１２人） 

・調査方法：アンケート調査票による書面調査 

・調査期間：令和元年９月１１日～９月３０日 

 

問１．あなたのお住まいの市町村を御記入ください。 

 

 ※多岐にわたる回答 

  

問２．あなたは、ふだん、どのような文化や芸術に、どのように関わっていますか。（実

際に演奏したり作品をつくるなど自ら表現や創作を行う「実践する」側ですか。作品

を観たり聞いたりする「鑑賞する」側ですか。）（あてはまるものすべてに○） 

  （回答者数：１，２１２人） 

 

どのような文化や芸術に、どのように関わっているかたずねたところ、鑑賞する側とし

ては『音楽』が 74.6%と最も多く、次いで『文学（漫画含む）』が 74.4%でした。また、実

践する側としても最も多かったのが『音楽』の 28.5%で、次いで『美術』18.0%でした。 

 また、『その他』の答えの中には、「映画」などがありました。  
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問３．問２で回答した文化や芸術に関わっている理由はなんですか。（〇はいくつでも） 

  （回答者数：１，１１９人） 

 

文化や芸術に関わっている理由をたずねたところ、『もともと好きだった、物心ついたと

きには興味・関心を持っていた』が 67.9%で最も多く、次いで『メディア（テレビ、本、イ

ンターネットなど）を通じて興味を持った』が 47.4%でした。 

また、『その他』の答えの中には、「なんとなく」や「習い事」などがありました。 

 

問４．社会人になって何らかの文化芸術活動を行いたい（すでに行っている方は、続けた

い）と思いますか。（〇は１つ）（回答者数：１，２１２人） 

 
 社会人になって何らかの文化芸術活動を行いたい・続けたいかたずねたところ、『行い

たい・続けたい』が 38.9%、次いで『創作・制作・活動や出演はしないが鑑賞はしたい』が

31.1%となりました。 
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【問４で「行いたい・続けたいと思う」と答えた方に聞きました。】 

問５．どのような関わり方で行いたい（続けたい）と思いますか。（○は１つ） 

（回答者数：４７１人） 

 

 どのような関わり方で社会人になってから文化芸術活動を行いたい・続けたいかたずね

たところ、『個人的な趣味として行いたい』が 79.8%で最も多く、次いで『プロとして活動

したい』が 17.4 となりました。 

 また、『その他』の答えの中には、「教師として部活の顧問として行いたい」などがあり

ました。 

 

【問４で「２.創作・制作・活動や出演はしないが鑑賞はしたい」又は「３.行いたい・続

けたいとは思わない」に回答した方にと答えた方に聞きました。】 

問６．活動を行いたい（または続けたい）と思わない理由はなんですか。（○はいくつで

も）（回答者数：４３７人） 

 

 創作・制作・活動や出演はしないが鑑賞はしたい、又は行いたい・続けたいとは思わな

い理由とたずねたところ、『活動はしなくとも鑑賞で満足できるから』が65.9%で最も多く、

次いで『勉学・仕事・家事等で忙しく時間が取れなくなるから』が 20.1%でした。 

 また、『その他』の答えの中には、「興味がない」や「自分がやる勇気はない」などがあ

りました。  
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問７．あなたが住んでいる地域では、継承されている祭り、踊り、笛・太鼓の音楽等の伝

統芸能がありますか。（○は１つ）（回答者数：１，２１２人） 

 

 住んでいる地域で継承されている伝統芸能があるかたずねたところ、『ある』が 45.8%で

最も多く、次いで『あるかどうか知らない』が 38.7%でした。 

 

【問７で住んでいる地域に継承されている祭り、踊り、笛・太鼓の音楽等の伝統芸能が「あ

る」と答えた方に聞きました。】 

問８．あなたは、自分が住んでいる地域の伝統芸能に担い手（踊りや笛・太鼓などの演者、 

みこしの担ぎ手、裏方等）として参加していますか。または参加したいと思いますか。

（〇は１つ）（回答者数：５５５人） 

 

 自分が住んでいる地域の伝統芸能に参加しているかどうか、今後参加したいかどうかに

ついてたずねたところ、『参加していないし、今後参加したいとも思わない』が 60.5%と最

も多い結果となりましたが、『参加しているし、今後も続けたい』、『参加していないが、今

後参加したいと思う』という回答が合わせて 30.1%ありました。 
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【問８で「２．参加しているが、今後は続けたいとは思わない」または「４．参加してい

ないし、今後参加したいとも思わない」と答えた方に聞きました。】 

問９．あなたが担い手（踊りや笛・太鼓などの演者、みこしの担ぎ手、裏方等）として参

加を続けたいとは思わない、又は参加したいと思わない理由は何ですか。（○はいく

つでも）（回答者数：３６４人） 

 

 地域の伝統芸能に担い手として今後は続けたいとは思わない、参加していないし今後参

加したいとも思わない理由をたずねたところ、『知っているが興味がないから』が 51.9%と

最も多く、次いで『学業・部活・アルバイトなどで忙しく時間がないから』が 26.4%となり

ました。 

 また、『その他』の答えの中には、「少子化によって存続が難しい」などがありました。 

 

問１０．あなたは、「地元愛」を感じる、または、感じたことがありますか。（〇は１つ） 

   （回答者数：１，２１２人） 

 

 地元愛についてたずねたところ、『ある』が 36.5%、『ない』が 14.9%、『よくわからない』

が 44.0%となりました。 
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問１１．あなたは、「千葉の文化」または「住んでいる地域の文化」と聞いたら、どのよう

なことを思い浮かべますか。思いつくままに自由に記載してください。（例：この地

域と言えば、○○だと思う、○○は知っている・好き、よく知らない 等） 

   （回答者数：１，２１２人） 

 

 「千葉の文化」または「住んでいる地域の文化」についてたずねたところ、回答があっ

たものとしては、落花生や梨、地元の祭り等多彩なイメージが挙げられる一方、知らない・

無いといった回答や、無回答が合わせて 63.8%となった。 

 

＜本アンケート結果総括＞ 

・高校生の文化芸術への関わり方として、鑑賞する側としても実践する側としても『音

楽』が最も多かった。また、きっかけとしては『もともと好きだった、物心ついたとき

には興味・関心を持っていた』という回答が 67.9%で最も多く、次いで『メディアを通

じて興味をもったから』が 47.4%となった。 

･社会人になった後で文化芸術活動を『行いたい・続けたい』と回答した割合は 38.9%、

『鑑賞はしたい』が 31.1%で、併せて約 7 割が文化芸術と関わりを持つことを希望して

いた。 

･地域の伝統芸能への活動については、『参加していないし、今後参加したいとも思わな

い』の回答の割合が最も多いが、続けたい・参加したいと考えている割合が合わせて約

3 割となった。 

・「千葉の文化」または「住んでいる地域の文化」については、落花生や梨、地元の祭り

等身近にある文化芸術を中心に多彩なイメージが挙げられていた。一方、知らない・無

いといった回答や、無回答が合わせて 63.8%と多くなっていた。 
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④ 県内高等学校ヒアリング調査（１校） 

・調査対象：授業において社会との関わりについて実践的な活動をしている県内高等学校 

の３年生（千葉市立稲毛高等学校） 

・調査方法：普通科１クラス、国際教養科１クラスにおいて、政治経済の授業の一環とし

てヒアリングを実施 

・調査期間：令和元年１０月４日 

 

④－ア 事前書面調査の結果 

 

問１．あなたが興味がある文化芸術活動のジャンルはなんですか。 

（回答者数：７３人） 

 

どのような文化や芸術に興味があるかたずねたところ、『音楽（ポップス）』が 86.3%と最

も多く、次いで『映画』が 75.3%でした。 
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問２．問１で回答した文化や芸術に興味を持った理由はなんですか。 

（回答者数：７３人） 

 
文化や芸術に関わっている理由をたずねたところ、『もともと好きだった、物心ついたと

きには興味を持っていた』が 76.7%と最も多く、次いで『メディア（テレビ、本、インター

ネットなど）を通じて興味を持った』が 61.6%でした。 

また、『その他』の答えの中には、「世界史」や「習い事」がありました。 

 

問３．あなたは問１で回答した文化芸術のジャンルで、何らかの活動を行っていますか（学

校の部活動・サークルや、学校外の団体の活動等を含む）。（回答者数：７３人） 

 

 文化芸術のジャンルで何らかの活動を行っているかたずねたところ、『行っている』が

28.8%、『行っていない』が 69.9%となりました。 
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問４．活動する際の不満や不便な点はなんですか。（複数回答）（回答者数：７３人） 

 

 活動する際の不満や不便な点についてたずねたところ、『活動に必要な費用が高額である』

が 31.5%と最も多く、次いで『練習・制作のための場所が少ない・遠い』が 21.9%でした。 

  

問５．大学生、社会人になって、文化芸術活動を行いたい（すでに行っている方は、続け

たい）と思いますか。（回答者数：７３人） 

 

 将来に文化芸術活動を行いたい、又は続けたいかたずねたところ、『はい』が 76.7%、『い

いえ』が 23.3%となりました。 
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【問５で「はい」と答えた方に聞きました。】 

問６．どのような関わり方で行いたい（続けたい）と思いますか。（回答者数：５６人） 

 

 将来に文化芸術活動をどのような関わり方で行いたい、又は続けたいかたずねたところ、

『個人的な趣味として行いたい』が 51.8%で最も多く、次いで『職業・なりわいとして活動

したい』が 19.6%となりました。 

 

【問５で「いいえ」と答えた方、又は問６で「個人的な趣味として行いたい」、「創作・制

作・活動や出演はしないが鑑賞はしたい」と答えた方に聞きました。】 

問７．続けたい、職業・なりわいとして活動したい又は団体に所属して活動したいとは思

わない理由はなんですか。（複数回答）（回答者数：５６人） 

 

 将来に文化芸術活動を行いたいとは思わない、もしくは趣味として行いたい又は鑑賞は

したいと答えた理由についてたずねたところ、『活動はしなくとも鑑賞で満足できるから』

が 42.9%で最も多く、次いで『勉学・仕事・家事等で忙しく時間が取れないと思うから』が

19.6%となりました。 

 また、『その他』の答えの中には、「自分の好きなようにやりたい」、「芸術活動の大変さ

を知っているから」などがありました。 
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問８．あなたが住んでいる地域では、継承されている祭り、神楽、お囃子等の伝統芸能が

ありますか。（回答者数：７３人） 

 

 住んでいる地域で継承されている伝統芸能があるかたずねたところ、『ある』が 46.6%、

『ない』が 12.3%、『あるかどうか知らない』が 41.1%となりました。 

 

問９．あなたは、自分が住んでいる地域の伝統芸能に担い手（出演、神輿の担ぎ手、裏方

等）として参加していますか。（回答者数：３４人） 

 

 住んでいる地域の伝統芸能の担い手として参加しているかたずねたところ、『参加してい

る』が 14.7%、『参加していない』が 85.3%となりました。 
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【問８で「あるかどうか知らない」と答えた方、又は問９で「参加していない」と答えた

方に聞きました。】 

問１０．あなたは自分が住んでいる地域の伝統芸能に担い手（出演、神輿の担ぎ手、裏方

等）として参加したいと思いますか。（回答者数：５９人） 

 

 自分が住んでいる地域の伝統芸能に現在参加していない方が担い手として参加したいと

思うかたずねたところ、『思う』が 27.1%、『思わない』が 71.2%となりました。 

 

【問１０で「思わない」と答えた方に聞きました。】 

問１１．担い手（出演、みこしの担ぎ手、裏方等）として参加したいと思わない理由は何

ですか。（複数回答）（回答者数：４２人） 

 

 地域の伝統芸能に担い手として参加したいと思わない理由についてたずねたところ、『知

っているが興味がないから』、『勉学・仕事・家事等で忙しく時間がないから』が共に 54.8%

で最も多くなりました。 
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問１２．千葉県の文化芸術を振興するために、県が積極的に取り組むべき分野はどのよう

なことだと思いますか。（回答者数：７３人） 

 

 千葉県の文化芸術振興のために県が取り組むべき分野についてたずねたところ、『若手芸

術家の活動の支援』が 31.5%で最も多く、次いで『子どもたちが文化芸術に親しむ機会の充

実』が 28.8%でした。 

 また、『その他』の答えの中には、「学校行事の一つとして、体験できる形にする」や

「芸術の歴史的意義に関わらず、人が住みたくなる美しいまちづくり」などがありました。 

 

  



44 
 

④－イ ヒアリング調査 

 

問１．あなたは、「千葉の文化」または「住んでいる地域の文化」ときいたら、どのような

ことを思い浮かべますか。（自由記載）（回答者数：６８人） 

  （寄せられたご意見には次のようなものがありました。） 

（１）物事・事象 

 ・祭り（神社、地域の祭りなど） 

・農業、工業、漁業 

 ・チーバくん 

 ・ふなっしー 

 ・食べ物 

 ・農産物（落花生、梨、にんじんなど） 

・水産物（のり、いわし（干鰯）、伊勢海老など） 

 ・食文化（なめろう、巻きずし、ぬれせんべい、醤油など） 

・歴史的な建造物 

 ・田んぼ 

・音楽（高校の合唱部、吹奏楽など） 

・てこなの伝承 

 ・海 

 ・ディズニーランド 

 ・貝塚 

 

（２）印象・イメージ 

 ・よく知らない 

 ・身内でしか知られておらず、他県に知られていない 

 

問２．あなたは、「地元愛」を感じる、または、感じたことがありますか。（〇は１つ） 

（回答者数：６８人） 

 

 地元愛を感じるかたずねたところ、『ある』が 44.1%、『ない』が 16.2%、『よくわからな

い』が 39.7%%となりました。 
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【問２で「ある」と答えた方に聞きました。】 

問２－１．ある場合は、どのような時に地元愛を感じる、または感じたことがありますか。 

    （回答者数：３０人） 

（寄せられたご意見には次のようなものがありました。） 

 ・他の地域に住んでいるときに千葉の何かを見たとき 

 ・地域の活動に参加したとき 

・地域の祭りに参加したとき 

 ・人からばかにされたとき 

 ・地元が危機といわれているとき 

 ・テレビで千葉のことを特集しているとき 

 ・旅行などから帰ってきたとき 

 ・千葉県の学校がコンクール等に出ているとき 

 ・地元の人が優しく対応してくれたとき 

 ・他の都道府県に住んでいる人に千葉をほめられたとき 

 ・豊かな自然にふれてほっとするとき 

 ・海を見たとき 

・街並みを見ているとき 

 ・普通に便利に暮らせているとき 

 ・地図に地元の名前が書いてあったとき 

 ・地元の友人と話しているとき 

 ・いろんな地域出身の友達が集まって、それぞれの地元について話すとき 

 ・方言を聞いたとき 

 ・母校に行ったとき 

・地元のスポーツチーム 

 

問２－２．あなたは、その地元愛を感じるような文化・モノ・コトを残していきたいと思

いますか。（回答者数：３０人） 

 

 問２－１でたずねた地元愛を感じるような文化・モノ・コトを残していきたいかたずね

たところ、『思う』が 93.3%、『思わない』が 6.7%となりました。 
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問２－３．その地元愛を感じるような文化・モノ・コトは、今後も残っていくと思います

か。（回答者数：３０人） 

 

 問２－１でたずねた地元愛を感じるような文化・モノ・コトが今後も残っていくと思う

かたずねたところ、『思う』が 63.3%、『思わない』が 30.0%となりました。 

 

（問２－３の回答理由には以下のようなものがありました） 

（思う） 

・親しみやすい形をしている 

 ・多くの人も共通して誇りに感じていると思う 

 ・残していきたいと思っている人が少数でもいる以上、消えてしまうことはないと思う 

 ・残っていくとは思うが、縮小していくと思う 

・消滅はしないが、広めていかないと新しいものに埋められてしまうと思う 

・祭りや運動会など、いろいろな自治体が協力して行っているため 

 ・本当に残るべき文化は自ずと人々によって受け継がれていくものだと思う 

 ・地域の子どもたちにも活動を通して地元愛が伝わっていると思う 

 ・千葉県内で継続しているものは、今後も県内でできると思う 

 ・人口が多い地域では今後も残り続けると思う 

 ・高齢者の方が守る方法を考えていてくれるから 

 ・人間にある根本情緒であるから 

 ・わざわざ壊すメリットもないから 

 

（思わない） 

 ・自分の地域に目を向けることがだんだんと少なくなり、地元の取組に関心を持たなく

なっているのを感じる 

 ・新しい建造物によって昔からある街並みが壊されているから 

 ・千葉市はベッドタウンというイメージがあるため、ここで何かをするということが少

なそうだから 

 ・人数不足 

 ・高齢化で自然の手入れや残す運動、管理をする人がどんどん減っているから 

 ・人口もどんどん増えているため、数少ない自然も住宅地になってしまうと思うから 

・浦安は歴史がなく、ただのベッドタウンであるため、自治体内の交流が少ない 
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 ・よりよい街にするため、変化していくから 

 ・千葉は首都に近すぎて文化が発生しにくく、残りにくい。千葉の文化ではなく、東京

の文化の一つとしてなら残るかもしれない 

 ・地元に詳しい人たちがだんだん少なくなっている 

 

問３．あなたは、自分が身に着けている文化（文化は、地域固有の文化芸能・風習・考え

方から、身近な生活様式、生活習慣、ふるまいまで、幅広くとらえてください。）を感

じたことや、面白いと感じたことがありますか。（回答者数：６８人） 

 

 自分が身に着けている文化を感じたことや、面白いと感じたことがあるかたずねたとこ

ろ、『自分の文化を面白いと感じたことがある』が 48.5%、『自分の文化を感じたことはある

が面白いと感じたことはない』が 25.0%、『自分の文化を感じたことはない』が 20.6%でし

た。 

 

【問３で「自分の文化を面白い感じたことがある」と答えた方に聞きました。】 

問４．自分以外の人が身に着けている文化との違いを感じたり、文化の違いが交流するこ

とやぶつかることによる面白さを感じた経験がありますか。（回答者数：３３人） 

 

 自分の文化が自分以外の人が身に着けている文化との違いを感じたり、文化の違いが交

流することやぶつかることによって面白さを感じた経験があるかたずねたところ、『ある』

が 93.9%、『ない』が 6.1%でした。 
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【問４で「ある」と答えた方に聞きました】 

問４－１．ある方は、どのような経験だったか教えてください。（自由記載） 

（寄せられたご意見には次のようなものがありました。） 

・外国での生活様式、食文化、言葉などが大きく異なっていたこと 

・電柱が少ない 

・自分の話し方のイントネーションがみんなと違って、指摘された時違いにおどろいた 

・幕張駅は快速も止まらないし、バスロータリーもない 

・東北や九州に住んでいるいとことの会話 

・両親が関西の方面でちばの文化になじみがなかった 

・方言、なまり 

・千葉県内での方言の違い 

・仏様へのおそなえ 

・指遊びの名称の違い 

・地域によって、自分が知ってても、他の人が知らないことがある 

 ・国内の地域で性格やコミュニケーション能力の違いがある気がする 

 

問５．あなたは、ふだん、文化や芸術に関わっていますか。また、実際に演奏したり作品

をつくるなど自ら表現や創作を行う「実践している」側ですか。あるいは、作品を観

たり聞いたりする「鑑賞している」側ですか。（実践・鑑賞の両方に該当する場合は、

両方に○をつけてください。）（回答者数：６８人） 

 

 ふだん文化や芸術に関わっているかたずねたところ、『実践している』が 45.6%、『鑑賞し

ている』が 61.8%、『特に関わっていない』が 7.4%となりました。 

 

【問５で「実践している」又は「鑑賞している」と答えた方に聞きました】 

問６．実践している、または鑑賞している場合は、あなたが文化・芸術活動に関わるよう

になったきっかけを教えてください。（自由記載）（回答者数：５５人） 

（寄せられたご意見には次のようなものがありました。） 

・友達、家族、地域、年長者の人に誘われた、勧められた 

・幼稚園の時に地元の特産品を育てている農家の方たちを訪問したことで地元の特産品

を知ることになった 

・小学校の時に行ったピアノ 

・小学校の頃の総合の授業 

・習い事（小さいころからのピアノ、そろばんなど） 
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・家でいつも音楽がかかっていたから、自然と好きになった 

・もとから、気が付いたら好きだった（音楽、小説など） 

・幼い頃からの習慣のようなもの 

・部活で関わるようになってから（音楽、吹奏楽など） 

・部活に入ってから、映画や舞台、プロの演劇などを見にいくようになった 

・暇なときにアニメやマンガを見てみたら面白かったのでよく見るようになった 

・テレビなどで好きな音楽などを見つけたこと、アーティストを見てかっこいいと思っ

た 

・子ども会のリーダー活動を通じて、町内のお祭りで和太鼓を教えるようになった 

・高校の演劇部の公演を見て感動したので、演劇部に入った 

・純粋に楽しいと思ったから。 

 

問７．あなたが関わる、またはこれから関わろうかなと考えている文化・芸術活動に関し

て、不満や不安を感じることがあれば、その内容を教えてください。（自由記載） 

 （回答者数：６８人） 

（寄せられたご意見には次のようなものがありました。） 

・自分が活動に参加しても、地域の人に知ってもらえない 

・若手演奏家が表で演奏する機会がない 

・発表するために練習しているが、その発表の場自体が少なくなりそうなこと 

・偏見を持つ人がいないか 

・便利さを追求しすぎて、古き良きものが壊されていくこと 

・文化の自然消滅（人員不足、技術力不足など） 

・若い人がいない 

・業界自体の縮小 

・団体活動が少ない 

・はじめの一歩がふみだせない。 

・体験だけがいいけど、いったん団体に所属してしまうと長期的にやらなければいけな

いのかなと思ってしまい、結局やらなくなる 

・高齢者が多くて、自分がなじめるかどうか 

・新しく始めたいが、教えてもらえる場所が少ない 

・興味がある人が少ないのか、なかなか部員が増えない 

・気軽に学んだり、関わる機会が少ない（お金や時間がかかったりするとやる気が失せ

る） 

・文化活動、芸術活動と言われると、お堅いものだと敬遠しがちになる。 

・ミュージカルや舞台などを観に行くには値段が高い 

 ・特定の場所でしか見ることができない（ホールや美術館など） 

・費用が高い 

・時間が足りない 

・都心部での文化の普及は難しい 

・中学受験が広まりすぎて続ける子どもが少ない 

・「文化」は享受できるものであってほしい。強制されたくない 

・特になし 
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問８．あなたは学校卒業後、将来、文化・芸術活動に関わりたいと思いますか。 

  （回答者数：６８人） 

 

 将来、文化・芸術活動に関わりたいと思うかたずねたところ、『思う』が 73.5%、『思わな

い』が 2.9%、『わからない』が 11.8%となりました。 

 

【問８で「思う」と答えた方に聞きました】 

問９．関わりたいと思うと回答した方は、将来どのように関わっていきたいと思いますか。 

  （回答者数：５０人） 

 

 将来、文化・芸術活動にどのように関わりたいかたずねたところ、『職業として（実践）』

が 18.0%、『趣味として（実践）』が 60.0%、『鑑賞者として』が 40.0%、『支援者（裏方等）

として』が 6.0%となりました。 

 

問１０．自分が文化・芸術活動を続けていくために、あるいはこれから始めるとすれば、

やってほしい支援や足りていないなあと思うことがあれば教えてください。 

   （自由記載）（回答者数：６８人） 

（寄せられたご意見には次のようなものがありました。） 

 ・予算、支援金 

・精神的、金銭的余裕 

・芸術に関する仕事は給料が低いとよく言われて不安になるので、資金的な不安の解消 

・鑑賞や触れ合える機会の増加 

・鑑賞・触れる文化芸術のバリエーションを増やす 
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・好きなもの興味があるものだけにしか関わらないので、幼いときからいろいろな文化

を広げる 

・小さい子どもへの普及活動が少ない。例えば、文化団体が小学校に訪問してワークシ

ョップをするなど、受動的に文化に触れられるものが増えると良い 

・小学校の総合の時間を活用して、体験したり学んだりする機会を公共施設で行う 

・文化の楽しさや面白さを知ることのできる機会が少ない 

・初心者が体験しやすいイベントがほしい 

・発表や練習の場 

・公営のサロンや練習施設 

・新人演奏会。プロの演奏家の雇用を増やす 

・新しく文化・芸術活動を始めていこうとする人のサポート（何をするのかを限定する

のではなく公募してほしい。） 

・地域の公民館や身近な場所での関わる機会。都市部だけでなく田舎でも 

・イベントの増加 

・有名人が来る企画、ビッグイベントの開催 

・情報発信の充実 

・メディアでの発信機会。 

・ＰＲできるような場が少ない 

・適性がわかるサイト 

・若い人 

・高齢者よりも、もっと若者にフォーカスした企画 

・知っている人から教えてもらえる機会が少ない 

・交通網 

・外国人労働者が彼らだけでコミュニティを作っていて孤立していて、地域住民と共生

していない。共生できるように対応をした方がいい 

・特になし 

 

問１１．住んでいる人が誇りを持てたり、好きだなと思えるような地域の文化というのは

どういう文化だと思いますか。（自由記載）（回答者数：６８人） 

（寄せられたご意見には次のようなものがありました。） 

 ・自文化は「これだ」と共有できているもの 

・地域の人がつながりを持っている 

・地域に根付いていて、楽しめる興味の持てる文化 

・住人が自主的に行い楽しめるもの 

・その土地の人々の思いにあったイベント 

・住んでいる人みんなが実感し、共感できる文化（文化だけが一人歩きしていない） 

・住民が共通して話題にできる文化 

・老若男女誰でも楽しめる文化、エンターテイメント 

・この地域の文化と言ったらこれ！と自信を持って言えること 

・身近に感じられるもの、親しみやすいもの 

・たくさんの人に受け入れられる 

・参加者が多い行事。文化の良い点を言える人が多い文化 
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・好きだと思えるもの 

・自分のできごととしてみんなを楽しませること 

・その文化が自分にとって不可欠なものになっていること 

・他県に住んでいても、その行事の時に地元に帰るような文化 

・自分だけが知っているもの 

・自分の好きなことに熱中できること。 

・皆に自慢できるような特徴を持っている地域 

・オリジナリティがあって、かっこいいもの 

・まわりの人から褒められる。 

・他より優れているもの、他の地域の人々（周辺や海外）に好感や賞賛されるもの 

・気軽に参加できたり、他の地域ではやっていないような新しいもの 

・住んでいるところだけに固有の文化 

・自分が楽しめる文化 

・はずかしがらずに真剣に取り組める、他の人がそれをみて何かを感じられるもの 

・価値のある文化 

・貴重なもの 

・有名なもの 

・幼稚園の頃からなど昔から地域と関わり、実際に経験してきた文化 

・特別な知識をもっていなくても、誰でも自由に参加できる文化 

・長年残っているもの 

・セイフティウォッチャー、子ども会、町内会のボランティア 

・景観 

・舞踊やパフォーマンス系のもの 

・新しい文化を取り入れる。町をきれいにすることで、住みやすいと言ってもらえるよ

うになれば、地域が好きになれるはず 

・きれいなところ 

・暮らしやすい文化。治安の良さや教育（小中学校）など 

・おいしいカフェ、またはレストランがある 

・落ち着く環境、便利（施設、交通） 

 

問１２．県では文化施策が若い人たちに伝わることが難しいと感じていますが、皆さんは、

どういう情報源からこれまで知らなかった情報を見聞きしていますか。（自由記載） 

（寄せられたご意見には次のようなものがありました。）（回答者数：６８人） 

 ・SNS（ツイッター、インスタグラム、ＬＩＮＥなど）（多数） 

・ＳＮＳは興味がないと見ない、記憶に残らない 

・テレビ 

・テレビはあまり見ない 

・チラシ 

・ニュース（ニュースサイト、広告欄など） 

・インターネット 

・友人、親との会話 

・地域の人とのコミュニケーション 
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・お年寄りとの交流 

・地域新聞、地域情報誌 

・マンションの掲示板 

・学校での連絡、配付物 

・駅、公共交通機関のポスター 

・公共施設のポスター（図書館、公民館など） 

・市から配られるパンフレット、市内の貼り紙、市内の放送 

・芸能人が参加するイベント 

・アニメなどとコラボ 

・ゆるキャラ 

・学校で、芸術鑑賞会があったとき 

・地道に人が多く集まるところで情報発信した方がよい 

 

＜本ヒアリング結果総括＞ 

・事前に書面で調査した内容については③の調査結果と大きな違いはなく、若い世代が

持つ文化芸術への関心は音楽が最も多かった。 

・ヒアリングで得た回答内容では、『地元愛』を感じると回答した生徒が 40%を超える結

果となった。また、文化の面白さを感じたと回答した生徒の中で、同じ県内・国内でも

文化の違いを感じたり、外国の人や文化と触れ合うことをきっかけに自分が知ってい

る文化を認識する、面白いと感じるといった回答が見受けられた。 

・文化について情報がない、活動を知られていない、知らないので参加しにくい、活動の

機会が少ないと感じるという意見が寄せられた。 

・そのほかの感想や、実際のヒアリング中の対話では、伝統芸能だけではなく、新しいも

のも大切にしてほしいといった意見や、誇りを持てる地域の文化とは、地域の一部の

人だけが盛り上がるのではなく、みんなの共感が得られる文化であるといった意見が

あった。また、住民目線からは必ずしも強烈で個性的な文化が必要ではなく、住みやす

さが重要だといった意見があった。 

・若い世代が情報を得るためにはＳＮＳは欠かせないツールとなっていることが伺える。

一方、ＳＮＳでは興味がある分野でないと見ないという指摘もあった。 
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⑤ 県内商工・観光団体アンケート調査（１１２団体） 

・調査対象：県内の商工会、商工会議所、観光協会 

・調査方法：アンケート調査票による書面調査 

・調査期間：令和元年９月２７日～１０月１５日 

・回収率：５０．０％（５６団体） 

※以下、回答内容が商工会・商工会議所と観光協会で大きく異なるため、分けて記載 

（問１は回答者の連絡先等に関する設問のため、本資料には掲載なし） 

 

問２．貴団体では文化芸術に関するイベントを行っていますか。行っている場合、主なイ

ベントの名称を御記入ください。（自由記載） 

 

ア 商工会・商工会議所 

（回答団体数：２５団体） 

   

（行っているイベントには次のような回答がありました。） 

・花火大会 

・イルミネーション 

・コンサート 

・かき氷イベント 

・地域の祭り（ふるさとまつり等） 

・文化イベント（ダンス、アート等） 

・友好国・都市フェスティバル 

・産業まつり 

・ハロウィン 

・酒蔵まつり 

 

 

（イベントへの関わり方としては、次のような回答がありました） 

・実行委員会への参画 

・事務局 

 

 

 

イ 観光協会 
（回答団体数：３１団体） 

・花火大会 
・観光写真撮影会・写真コンクール 
・観光絵画コンクール 
・地域の祭り（ふるさとまつり等） 
・美術展、写真コンクール 
・文化イベント（音楽、踊り・ダンス、

詩歌、伝統芸能等） 
・花木展示会 
・朝市 
・人形供養会 
・観光列車（音楽や食を伴う） 
・文化資源を巡るスタンプラリー 

・実行委員会への参画 
・事務局 
・主催 
・会員団体の支援 
・助成 
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問３．貴団体では地域の文化芸術を活用した観光 PR や地域経済活性化などの事業を行って

いますか。行っている場合、主な事業の名称や概要を御記入ください。（自由記載） 

 

ア 商工会・商工会議所 

（回答団体数：２５団体） 

   

（行っている事業には次のような回答がありました。） 

・まちぐるみ博物館 

・食と文化を組み合わせたイベント 

・観光（通訳）ガイド 

・モニターツアー 

・写真コンテスト 

・冊子、マップ作成 

・市内バスツアー 

・地域ブランド認定 

・交流歴史紹介 

・地域メディア、会報などでの広報 

・周遊ルート開発 

・地域での広報物掲示（のぼり等） 

 

 

  

イ 観光協会 
（回答団体数：３１団体） 

・外国語観光ボランティア養成 
・観光情報誌・マップ作成、配布 
・文化資源観光ガイド 
・バス、遊覧船ツアー 
・街歩きツアー 
・モニターツアー（体験への活用等） 
・推奨品としての展示・広報物作成 
・大学との連携 
・体験プログラム 
・周遊ルート開発 
・文化イベントの広報（ウェブサイト、 

ＳＮＳ等） 
・特産物（農産物等）体験ツアー 
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問４．貴団体では地域の文化団体・芸術団体と連携した取組を行っていますか。行ってい

る場合、主な取組の概要や連携している団体の名称を御記入ください。（自由記載） 

 

ア 商工会・商工会議所 

（回答団体数：２５団体） 

   

（連携先としては次のような回答がありました。） 

・郷土芸能団体 

・地域の交響楽団 

・アマチュアアート団体 

・地域団体（ＮＰＯ、まちづくり団体等） 

・北総四都市江戸紀行活用協議会 

 

 

（連携方法としては次のような回答がありました。） 

・文化イベントの後援 

・協力しての観光土産品の開発 

・実行委員会での協力 

 

 

 

 

  

イ 観光協会 
（回答団体数：３１団体） 

・ロケツーリズム実施団体 
・郷土芸能団体 
・県域芸術文化団体 
・地域団体（ＮＰＯ、まちづくり団体等） 
・地域の文化協会 
・神社、寺 

・助成 
・文化イベントの共催、後援、協賛、助成 
・実行委員会での協力 
・広報協力 
・文化イベントのチケット販売 
・文化資源へのロケ誘致 
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問５．貴団体ではその他、地域の文化芸術に関連した取組を行っていますか。行っている

場合、主な取組の概要を御記入ください。（自由記載） 

 

ア 商工会・商工会議所 

（回答団体数：２５団体） 

   

（取組としては次のような回答がありました。） 

・シンポジウム共同開催 

・地域の文化資源の掘り起こし 

 

 

 

 

  

・観光資源掘り起しのための地域会議、 
交流会開催 

・歴史関連書籍の設置 
・観光セミナー開催 
・地域を象徴する植物の植栽 

イ 観光協会 
（回答団体数：３１団体） 
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問６．問２～問５でお聞きしたような活動を行う際に、課題や悩みごとはありますか。 

  （自由記載） 

 

ア 商工会・商工会議所 

（回答団体数：２５団体） 

   

（課題や悩み事としては次のような回答がありました。） 

・マンパワー不足 

・予算不足 

・経費の増加 

・活動の場 

・開催地の環境変化 

・委員の固定化 

・イベントの多さ 

・破損・盗難等の事故・事件の不安、対応 

 

 

 

 

＜本アンケート結果総括＞ 

・観光ツアーでの活用や広報の支援等、自らの団体活動の視点から、様々な文化芸術に

関連した活動が行われていた。 

・文化芸術団体との連携については、ないとの回答は半数程度だったが、連携事例とし

ては金銭的な支援や広報協力等の後方での支援の他、文化芸術団体と一体となって観

光に関連した活動を行っている等の事例があった。 

  

・マンパワー不足 
・予算不足 
・観光ガイドの高齢化 
・行政の協力（管理施設の公開、場所の 

提供） 
・市補助金への依存 
・寄附金や助成金の減少 
・外部の期待と運営側の意識の差 
・地域住民との調整 
・若手の参加者が少ない 
・会員の高齢化 

イ 観光協会 
（回答団体数：３１団体） 
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⑥ 令和元年度千葉・県民音楽祭出演者アンケート調査（１３６人） 

・調査対象：千葉・県民音楽祭に出演した楽器演奏者、障害者団体、合唱団体 

・調査方法：アンケート調査票による書面調査 

・調査期間：令和元年８月２５日 

 

※文化芸術振興に係る取組に係る設問のみ抜粋（他は県民音楽祭に関係する設問） 

 

問．今後、音楽活動を継続していく上で課題はありますか。（複数回答、３つ以内） 

 （回答者数：９９人） 

 

 音楽活動を継続していく上での課題についてたずねたところ、『活動時間の確保（学業・

仕事等との両立）』が 55 人で最も多く、次いで『練習の場所』が 32 人、『発表の場』が 29

人となりました。 

 

 

（人） 


