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ＮＰＯ（特定非営利活動法人）日本の祭りネットワークは以下の内容で、一般不特定の人

を対象に「日本の祭り」についての意識調査を実施しました。祭りは時代を反映する鏡で

あり、生活者の指向性を示す要素を持ち、日本人が日本文化をどのようにとらえているか

を推察することもできます。 

この意識調査は、今年初めて実施し、今後も毎年同時期に行います。その中から、地域と

祭りに関する日本人の文化観、価値観などの推移を計測します。 

この調査結果を貴紙に掲載していただけましたら幸甚でございます。 

 

    

    

「「「「日本の祭り日本の祭り日本の祭り日本の祭り」」」」意識調査意識調査意識調査意識調査    

 

調査機関：ＮＰＯ（特定非営利活動法人）日本の祭りネットワーク 

実施期間：２０１４年１月１０日～１９日 

実施場所：東京ドーム「ふるさと祭りＩＮ東京」ＮＰＯ日本の祭りネットワークブース 

対象祭り数：１００件（別添） 

調査方法：上記の実施場所に、全国の祭り１００件の写真と、その概要説明を掲出し、調

査用紙に記入してもらい、その場で回収 

回収総数：３８１１ 

 

 

 

 

 



設問：１ あなたの好きな祭りをお答えください（複数回答） 

   ２ あなたが行ってみたい祭りをお答えください（複数回答） 

   ３ あなたが行ったことのある祭りをお答えください（複数回答） 

   ４ あなたは「日本の祭り」が日本文化の中心であり、何代にもわたって継承すべ

き文化だと思いますか？ 

   ５ あなたは「日本の祭り」が「和食」と同じようにユネスコ無形文化遺産に登録

されるべきだと思いますか？ 

 

 

回答：あなたの好きな祭りをお答えください 

   １ 青森ねぶた祭―青森県青森市       （１０２２人） 

   ２ 秋田竿灯まつり―秋田県秋田市      （ ６７９人） 

   ３ 阿波おどり―徳島県徳島市        （ ５４７人） 

   ４ 三社祭―東京都             （ ５２８人） 

   ４ 秩父夜祭り―埼玉県秩父市        （ ５２８人） 

６ よさこい祭り―高知県高知市       （ ４１３人） 

   ７ 御柱祭―長野県岡谷市・諏訪市・茅野市ほか（ ３０９人） 

   ８ 岸和田だんじり祭―大阪府岸和田市    （ ２９７人） 

   ９ おわら風の盆―富山県富山市       （ ２８５人） 

   10 相馬野馬追―福島県南相馬市ほか     （ ２４４人） 

   11 盛岡さんさ踊り―岩手県盛岡市      （ ２３１人） 

   12 博多祇園山笠―福岡県福岡市       （ １９３人）  

   13 平敷屋エイサー―沖縄県うるま市     （ １６７人） 

   14 チャグチャグ馬コ―岩手県滝沢市     （ １２４人） 

   15 郡上おどり―岐阜県郡上市        （ １１５人） 

   16 長崎くんち―長崎県長崎市        （ １１３人） 

   17 西馬音内盆踊り―秋田県羽後町      （ １１１人） 

   18 龍勢祭―埼玉県秩父市          （ １００人） 

   19 くらやみ祭り―東京都府中市       （  ９２人） 

   20 山鹿灯籠まつり―熊本県山鹿市      （  ８９人） 

 

 

 

 

 

 



回答：あなたが行ってみたい祭りをお答えください 

   １ 青森ねぶた祭―青森県青森市       （８３５人） 

   ２ 阿波おどり―徳島県徳島市        （６１２人） 

   ３ 秋田竿灯まつり―秋田県秋田市      （５２４人） 

   ４ よさこい祭り―高知県高知市       （４８４人） 

   ５ 御柱祭―長野県岡谷市・諏訪市・茅野市ほか（４０３人） 

   ６ 岸和田だんじり祭―大阪府岸和田市    （３７８人） 

   ７ 秩父夜祭り―埼玉県秩父市        （３７７人） 

   ８ 相馬野馬追―福島県南相馬市ほか     （３２２人） 

   ９ おわら風の盆―富山県富山市       （３１１人） 

   10 博多祇園山笠―福岡県福岡市       （２８０人） 

   11 平敷屋エイサー―沖縄県うるま市     （２１５人） 

   12 長崎くんち―長崎県長崎市        （１９６人） 

   13 盛岡さんさ踊り―岩手県盛岡市      （１７１人） 

   14 郡上おどり―岐阜県郡上市        （１６１人） 

   15 唐津くんち―佐賀県唐津市        （１６０人） 

   16 三社祭―東京都台東区          （１５６人） 

   17 チャグチャグ馬コ―岩手県滝沢市     （１３４人） 

   18 清内路の手作り花火―長野県清内路村   （１２３人） 

   19 山古志の牛の角突き―新潟県長岡市    （１１６人） 

   19 那覇大綱挽―沖縄県那覇市        （１１６人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



回答：あなたが行ったことのある祭りをお答えください 

   １ 三社祭―東京都台東区          （８２８人） 

   ２ 青森ねぶた祭―青森県青森市       （５９６人） 

   ３ 秩父夜祭り―埼玉県秩父市        （５６５人） 

   ４ 秋田竿灯まつり―秋田県秋田市      （５１７人） 

   ５ 阿波おどり―徳島県徳島市        （２９２人） 

   ６ おわら風の盆―富山県富山市       （２１６人）    

   ７ くらやみ祭り―東京都府中市       （２１０人） 

   ８ 盛岡さんさ踊り―岩手県盛岡市      （２０７人） 

   ９ 御柱祭―長野県岡谷市・諏訪市・茅野市ほか（１７１人） 

   10 成田祇園祭―千葉県成田市        （１６９人） 

   11 よさこい祭り―高知県高知市       （１６５人） 

   12 博多祇園山笠―福岡県福岡市       （１５５人） 

   13 郡上おどり―岐阜県郡上市        （１２７人） 

   14 龍勢祭―埼玉県秩父市          （１２６人） 

   15 岸和田だんじり祭―大阪府岸和田市    （１２３人） 

   16 相馬野馬追―福島県南相馬市ほか     （１１７人） 

   17 チャグチャグ馬コ―岩手県滝沢市     （１０３人） 

   18 長崎くんち―長崎県長崎市        （ ９７人） 

   19 西馬音内盆踊り―秋田県羽後町      （ ９１人） 

   20 平敷屋エイサー―沖縄県うるま市     （ ７６人） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



回答：あなたは「日本の祭り」が日本文化の中心であり、何代にもわたって継承すべき文 

化だと思いますか？ 

   そう思う    ３７１６人（97.5％） 

   そう思わない    ６２人（1.6％） 

   解らない      １０人（0.2％） 

   無記入       ２３人（0.6％） 

 

 

回答：あなたは「日本の祭り」が「和食」と同じようにユネスコ無形文化遺産に登録され 

るべきだと思いますか？ 

   そう思う    ３１３２人（82.2％） 

   そう思わない   ５０５人（13.3％） 

   解らない     １７２人（4.5％） 

   無記入        ２人（0.05％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（調査対象者） 

性別：男性      １５５０人（40.7％） 

女性      ２１１１人（55.4％） 

無記入      １５０人（3.9%） 

 

 

 

年齢：１０代      １１１人（2.9％） 

   ２０代      ３８６人（10.1％） 

   ３０代      ６８６人（18.0％） 

   ４０代      ６９５人（18.2％） 

   ５０代      ６３６人（16.7％） 

   ６０代      ８０９人（21.2％） 

   ７０代      ３３９人（8.9％） 

   ８０代       ２３人（0.6％） 

   無記入       ６０人（1.6％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「ＮＰＯ（特定非営利活動法人）日本の祭りネットワーク」日本の祭り研究所分析 

 

 ●「好きな祭り」「行ってみたい祭り」は日本を代表するメジャーなもので、観客 

      総数の多い「青森ねぶた祭り（青森県青森市）」「阿波おどり（徳島県徳島市）

「秋田竿灯まつり（秋田県秋田市）」などが上位を占めた。 

 

●「好きな祭り」は、日本人の特質として有名なものに憧れたり、好むことが理

由であろう。「三社祭（東京都）」は、投票者が関東近辺の人が多数だったこと

と、神輿の上に乗ってはならないなどのニュースが多かったため、上位にラン

クされたと思われる。 

 

●祭りのプロが一押しで奨める「おわら風の盆（富山県）」のランクが下位なのが

不思議である。 

 

●「好きな祭り」の中で、「チャグチャグ馬コ（岩手県）」「龍勢祭（埼玉県）」「山

鹿灯籠まつり（熊本県）」など、全国的に有名でない祭りを上げている人が多い

のは幼いころの故郷の人々や山河の思い出に繋がっていると考えられる。 

 

●「行ってみたい祭り」の問いに対しては、１０位以内のものは超有名なもので、 

日本人として生涯一度は行ってみたいと憧れるのだろう。但し、１７位の「チ

ャグチャグ馬コ（岩手県）」、１８位の「清内路の手作り花火（長野県）」、１９

位の「山古志の牛の角突き（新潟県）」などそれほど有名ではないものが２０位

以内にランキングされているのは祭りに対する生活者の興味の幅の広がりを示

している。 

 

●「行ったことのある祭り」は、調査場所が東京で、解答者の多くが関東近辺居

住者であるため、１位が「三社祭（東京都台東区）」であり、「秩父夜祭り（埼

玉県秩父市）」「くらやみ祭り（東京都府中市）」「成田祇園祭（千葉県成田市）」

など、関東圏の祭りが上位を占めた。 

 

●祭りは時代を反映するため、世相が暗いほど元気で活発な祭りが好まれること

が推測される。 

 

●私たちが１２年にわたって２４０件の全国の祭りを調査・取材したところによ

れば、地方の無名の祭りに年々外国人観光客が多くなっているのが実感される。

これは、外国人が日本文化の稀少性やミステリアスな部分に関心を示すように 



なった結果と考えられる。その傾向は今後も増大するだろう。 

 

●祭りは観光客がもっと来てほしいというところと、できれば一定以上の観光客が

来ないでほしい（祭りは地元の人が楽しむものとして残したい）というところに

分けられる。両者の言い分はそれなりの説得力をもっているのだが、できればよ

り多くの人がより多くの祭りを体験し、日本文化の素晴らしさを感じてほしいと

思う。 

 

●あなたは「日本の祭り」が日本文化の中心であり、何代にもわたって継承すべき 

文化だと思いますか？の問いに対しては圧倒的多数が「そう思う」と答えた。祭 

りが地域文化の核であり、地域の誇りであり、自然や先祖に対する畏敬の念、絆、 

地域の活性化など、大切な要素を内蔵していることが理解されていると思う。 

 

●あなたは「日本の祭り」が「和食」と同じようにユネスコ無形文化遺産に登録さ 

れるべきだと思いますか？の問いに対して、圧倒的に「そう思う」だったが、「そ 

う思わない」が若干あったのは、フリーアンサーで、「制約を受けるのではない 

か」の懸念があったからか。 

 

分析：「ＮＰＯ（特定非営利活動法人）日本の祭りネットワーク」副理事長 

日本の祭り研究所所長・苦田秀雄 

 

 

（本件に対するお問い合わせ） 

    530－8262 大阪市北区中之島２－２－７ 中之島セントラルタワー 

    ＮＰＯ（特定非営利活動法人）日本の祭りネットワーク 

    事務局長：河上和正 

    ＴＥＬ：０６－６２２９－５５６６ 


