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第Ⅱ章  市民向市民向市民向市民向けアンケートけアンケートけアンケートけアンケート  
    

１．ライフスタイルについて                           

    

【【【【問問問問１１１１】】】】    

●●●●性別性別性別性別    

     １ 男性                 ２ 女性 

 

 
 

■回答のあった 318 件のうち、男性が 118 人、女性 194 人、無回答が 6 人となった。    

 

   ●年齢 

     １ 10 歳代     ２ 20 歳代     ３ 30 歳代     ４ 40 歳代     ５ 50 歳代  

６ 60 歳代     ７ 70 歳以上 

 

 

 

■回答のあった 318 件の年齢分布を示している。    
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   ●就業形態 

     １ 会社員、公務員などの常勤 

     ２ パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託員など 

     ３ 会社、団体などの役員 

     ４ 自営業、自由業 

     ５ 家事専従 

     ６ 学生 

     ７ 無職（家事専従を除く） 

     ８ その他（具体的に：                       ） 

 

 

  その他 具体的に；＊シルバー人材センターより隔週で公民館勤務 

＊シルバー月に 10日 

＊専門学校生と家事 

 

■回答のあった 318 件の就業形態を示している。 

 

   ●居住地（中学校区） 

     １ 岸城中学校区（中央・城内・浜・東光（野田町のみ）小学校区） 

     ２ 野村中学校区（朝暘・大宮（加守町 1～3 丁目）小学校区） 

     ３ 光陽中学校区（東光（野田町除く）・大宮（加守町 1～3丁目除く）小学校区） 

     ４ 土生中学校区（旭・太田小学校区） 

５ 葛城中学校区（修斉・天神山・東葛城（上白原町及び神於町 11番地～52番地）小学校区） 

     ６ 山滝中学校区（山滝・東葛城（上白原町及び神於町 11 番地～52番地除く）・山直南 

       （稲葉町、積川町）小学校区） 

     ７ 春木中学校区（春木・大芝小学校区） 

     ８ 北中学校区（城北・新条小学校区） 

     ９ 久米田中学校区（八木・八木北・八木南小学校区） 

     10  桜台中学校区（常盤・光明小学校区） 

     11  山直中学校区（山直南（稲葉町、積川町除く）・山直北・城東小学校区） 

     12  中学校区がわからない場合は住所をご記入ください（   町）（  丁目  番地） 
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   ●居住年数 

   １ ５年未満 

   ２ ５年以上 10年未満 

   ３ 10 年以上 

 

 

 

■回答のあった 318 件の居住の小学校区と居住年数を示している。    
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２．岸和田市の印象について                            

    

【【【【問問問問２２２２】】】】あなたは、岸和田市を文化的なまちだと思いますか。次の中から１つ１つ１つ１つ選んでお答えくださ

い。 

 

     １ 文化的である                      

     ２ ある程度文化的である         

     ３ あまり文化的でない          

     ４ 文化的でない          

     ５ どちらとも言えない          

６ わからない                    

 

 

    

■回答のあった 318 件のうち、「2 ある程度文化的である」が 136 件と最も多く、次いで「1 文化的 

である」が 58 件、「3 あまり文化的でない」55 件となっている。    

    

    

        【【【【問問問問２２２２----１１１１】】】】（（（（問問問問１で１で１で１で「「「「１１１１    文化的文化的文化的文化的であるであるであるである」、「」、「」、「」、「２２２２    あるあるあるある程度文化的程度文化的程度文化的程度文化的であるであるであるである」」」」とごとごとごとご回答回答回答回答いただいたいただいたいただいたいただいた方方方方    

のみのみのみのみ、、、、おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。）。）。）。）    

それは、どういった理由からですか。次の中から最大３つ３つ３つ３つまで選んでお答えください。 

 

     １ 良質な文化・芸術のイベントが多数開催されている 

     ２ 市民の文化・芸術活動が盛ん 

     ３ 文化団体の自主的な活動が盛ん 

     ４ 文化・芸術活動に対する企業の支援・協力が得られる 

     ５ 文化・芸術活動に対する行政による支援・協力が得られる 

     ６ まちなみや景観など文化的な雰囲気がある 

     ７ 文化・芸術活動を行う施設が充実している 

     ８ 文化・芸術に関する情報が得やすい 

問２-１へ進んでください。 

問２-２へ進んでください。 

問３へ進んでください。 
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     ９ 文化財等の歴史遺産や古い町並みが保存されている 

     10  伝統的な祭り、行事への市民参加が盛ん 

     11  伝統芸能が保存されている 

     12  その他（具体的に：                             ） 

 

 

 

  その他 具体的に：＊だんじり 2名 

＊文化を支える基礎となる自然（山、緑、海、川、池）が豊か、大切な財産。 

 

■「10 伝統的な祭り、行事への市民参加が盛ん」が 161 件と最も多く、次いで「6 まちなみや景観

など文化的な雰囲気がある」が 96 件、「9 文化財等の歴史遺産や古い町並みが保存されている」

が 70 件となっている。 

    

    

  【【【【問問問問２２２２----２２２２】】】】（（（（問問問問２２２２でででで「「「「３３３３    あまりあまりあまりあまり文化的文化的文化的文化的でないでないでないでない」、「」、「」、「」、「４４４４    文化的文化的文化的文化的でないでないでないでない」」」」とごとごとごとご回答回答回答回答いただいたいただいたいただいたいただいた方方方方のみのみのみのみ、、、、

おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。）。）。）。）それは、どういった理由からですか。次の中から最大３つ３つ３つ３つまで選んで

お答えください。 

 

     １ 良質な文化・芸術のイベントの開催が少ない 

     ２ 市民の文化・芸術活動が活発でない 

     ３ 文化団体の自主的な活動が活発でない 

     ４ 文化・芸術活動に対する企業の支援・協力が得られない 

     ５ 文化・芸術活動に対する行政による支援・協力が得られない 

     ６ まちなみや景観など文化的な雰囲気を感じさせない 

     ７ 文化・芸術活動を行う施設が充実していない 

     ８ 文化・芸術に関する情報が得られにくい 

     ９ 文化財等の歴史遺産や古い町並みが少ない 

     10  伝統的な祭り、行事への市民参加が盛んでない 

     11  伝統芸能の保存・周知が十分でない 

     12  その他（具体的に：                             ） 
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  その他 具体的に：＊歴史ある市であることは理解しているが、言葉など行儀が悪すぎる。 

           ＊9 月の祭りが市民の為のものではなくなっている。昔は良かった。本来の祭り

ではないように感じる。 

＊岸和田祭りが道徳低下と本能的な生き方へ誘っていると感じています。 

           ＊失礼ですが、市民の方々の興味が非常に偏っている様に思います。講座など

もどうも高齢者のヒマつぶし感があるように思います。 

           ＊祭りは有名だが、本質から離れている。 

           ＊市民の文化意識が少ない。 

           ＊文化的な市民が少ない気がするから。 

           ＊伝統的な祭りに市民全体が振りまわされているんではないでしょうか？ 

＊市民の関心が商業ベースの物にかたより、良質な文化への関心が少ない。 

＊市民ではなく行政が積極的でない。 

 

■「1 良質な文化・芸術のイベントの開催が少ない」が 39 件、「6 まちなみや景観など文化的な雰

囲気を感じさせない」36件、「2市民の文化・芸術活動が活発でない」が29件という意見が多くあり、

またその他の意見として、祭礼に関するモラルについての意見がある。 
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３．文化・芸術活動へのかかわりについて                           

    

【【【【問問問問３３３３】】】】あなたは、日常生活の中で文化・芸術の鑑賞をしたり、ご自身で創造する活動を行うなど

文化に触れることは、大切なことだと思いますか。次の中から１つ１つ１つ１つ選んでお答えください。 

 

     １ 大切である 

     ２ ある程度大切である 

     ３ あまり大切でない 

     ４ 大切でない 

     ５ どちらとも言えない 

     ６ わからない 

 

 

 

■「1 大切である」が 146 件、「2 ある程度大切である」が 127 件と、合計 273 件あり、85.8％を占

める。 

 

 

     （（（（鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞についてについてについてについて））））    

        ★★★★公演公演公演公演やややや映画映画映画映画、、、、美術美術美術美術作品作品作品作品をををを観観観観たりたりたりたり、、、、音楽音楽音楽音楽をををを聴聴聴聴くなどのくなどのくなどのくなどの文化文化文化文化・・・・芸術芸術芸術芸術をををを鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞するするするする活動活動活動活動についてについてについてについて、、、、おおおお聞聞聞聞きききき

しますしますしますします。。。。    

 

     【【【【問問問問４４４４】】】】過去１年間に、公演や映画、美術作品などの文化・芸術を直接鑑賞されたものがあります

か。鑑賞されたものすべてについてすべてについてすべてについてすべてについてお答えください。（（（（自宅自宅自宅自宅でのでのでのでの鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞はははは含含含含みませんみませんみませんみません。）。）。）。）    

    

   １  クラシック音楽（声楽含む） 

２  合唱 

３  吹奏楽 

４  邦楽 

５  その他の音楽（ジャズ・童謡・歌謡曲・Ｊ-ＰＯＰなど） 
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     ６  美術（洋画・日本画・版画・書など） 

７  写真   

８  工芸（彫刻・陶芸・染織など）    

     ９  文芸（詩・小説・俳句・川柳・短歌など） 

     10  演劇・ミュージカル 

     11  邦舞（日本舞踊など） 

     12  洋舞（舞踏・バレエ・ヒップホップダンス・ジャズダンス・フラダンスなど） 

13  人形劇   

     14  伝統芸能（能・狂言・歌舞伎・文楽・謡曲・詩吟など） 

     15  演芸（落語・講談・漫才など）   

     16  映画 

     17  メディア芸術（映像編集・アニメーション・マンガ・コンピューターグラフィックス 

など） 

     18  生活文化（華道・茶道・フラワーアレンジメント・手芸・園芸・ペン字など） 

     19  地域の伝統芸能（盆踊り、祭り太鼓など） 

     20  文化財（遺跡、伝統建築物、仏像など）  

21  文化・芸術に関する講演会や講座   

     22  その他（具体的に：                            ） 

     23  鑑賞したものはない   問６へ進んでください。    

 

 

 

■「16 映画」を鑑賞するという回答が 177 件と最も多く、次いで「6 美術（洋画・日本画・版画・書な

ど）」110 件、「19 地域の伝統芸能（盆踊り、祭り太鼓など）」109 件、「20 文化財（遺跡、伝統建築

物、仏像など）」が 105 件、「5 その他の音楽（ジャズ・童謡・歌謡曲・Ｊ-ＰＯＰなど）」79 件となってい

る。 

    

    

【【【【問問問問５５５５】】】】過去 1 年間、あなたは、文化・芸術の鑑賞を主にどこで行いましたか。該当するものすべすべすべすべ

てについててについててについててについてお答えください。 

     １ 岸和田市内 

     ２ 岸和田以外の泉州地域（市町村名：                ） 

     ３ 泉州地域以外の大阪府内の市町村（市町村名：           ） 

     ４ その他の都道府県（都道府県名：                 ） 

       ※泉州地域：堺市以南の府下市町村 
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岸和田以外の泉州地域 市町村名：堺市 23件、和泉市 10 件、貝塚市９件、泉佐野市７件、 

泉南市７件、泉大津市３件、高石市２件、忠岡町２件、 

熊取町２件 

 

  泉州地域以外の大阪府内の市町村 市町村名：大阪市 83 件、河内長野市２件、池田市１件、 

枚方市１件、東大阪市１件、富田林市１件、 

太子町１件、千早赤阪村１件 

 

  その他の都道府県 都道府県名：京都府 30件、兵庫県 27 件、奈良県 22 件、和歌山県９件、 

                 三重県９件、東京都９件、島根県７件、滋賀県６件、長野県３件、 

                 沖縄県３件、宮城県２件、石川県２件、福井県２件、岡山県２件、 

                 福岡県２件、岩手県１件、栃木県１件、山梨県１件、岐阜県１件、 

愛知県１件、鳥取県１件、広島県１件、香川県１件、徳島県１件 

大分県１件、鹿児島県１件、韓国１件、トルコ１件、海外１件 

 

■「1 岸和田市内」が 215 件と最も多く、次いで「3 泉州地域以外の大阪府内の市町村」が 106 件

で、そのなかでも大阪市の 83 件が多い。「2 岸和田以外の泉州地域」では、堺市 23 件、和泉市

10 件、貝塚市 9 件が多く、「4 その他の都道府県」では、京都府 30 件、兵庫県 27 件、奈良県 22

件が多くなっている。 

 

 

  【【【【問問問問５５５５----１１１１】】】】（（（（問問問問５５５５でででで「「「「１１１１    岸和田市内岸和田市内岸和田市内岸和田市内」」」」をををを選択選択選択選択されたされたされたされた方方方方のみのみのみのみ、、、、おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

     過去１年間で岸和田市内の施設で文化・芸術を鑑賞されたことのある施設はどこですか。  

鑑賞されたことのある施設すべてについてすべてについてすべてについてすべてについてお答えください。 

     １ 浪切ホール 

     ２ 文化会館（マドカホール） 

     ３ 自泉会館 

     ４ 市民センター 

     ５ 地区公民館・青少年会館 

６ 女性センター 

７ 福祉総合センター 
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８ 図書館 

９ 保育園・幼稚園・小中学校・高等学校 

10  その他公共施設（具体的に：                       ） 

11  杉江能楽堂（民間施設） 

12  ショッピングセンター 

13  映画館 

14  宗教施設（神社・寺など） 

15  その他民間施設（具体的に：                       ） 

 

 

その他公共施設 具体的に：岸和田城、市民病院、市民病院の玄関横展示コーナー、岸城神社、 

             町内、近隣、町内児童公園、NHK ホール 

 

その他民間施設 具体的に：岸和田駅、グランドホール、いよやかの郷、本町などの町屋・その他 

             町屋古民家、趣味の会の展示場、Café のだて、鈴なり寄せ、カフェ、 

             カンカン、道路で地車を見た、梅田芸術劇場、フェスティバルホール 

 

■「13 映画館」が 114 件と最も多く、次いで「1 浪切ホール」103 件、「2 文化会館（マドカホール）」

が 73 件、「3 自泉会館」が 42 件、「5 地区公民館・青少年会館」が 28 件の順となっている。 

 

 

  【【【【問問問問６６６６】】】】あなたは、文化・芸術の鑑賞において、鑑賞の支障となるものは何だと思いますか。次の

中から最大最大最大最大３つ３つ３つ３つまで選んでお答えください。 

 

                    １ 時間的余裕がない 

     ２ 鑑賞できる時間帯に催し物がない 

     ３ 入場料や交通費などの負担が大きい 

     ４ 子どもを預ける環境や、障害者や高齢者が利用しやすい設備が整っていない 

     ５ 交通の便が悪く行きにくい 

６ 公演や展覧会に関する情報が十分でない 

     ７ 魅力ある公演や展覧会などが少ない 

     ８ 近くで公演や展覧会がない 
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     ９ チケットが入手しにくい 

     10  テレビ、インターネットなどで鑑賞でき、必要を感じない 

11  興味がない 

     12  その他（具体的に：                             ） 

    

    

    

その他 具体的に：＊介護の為 

＊足が悪い。 

＊仕事に多忙すぎて・・ 

＊休みの日は体を休めたい。 

＊知識が無い為に興味がわかない。 

＊支障は少ないと思う。 

＊今のところ、健康で大阪市内位までならいい催しに参加できるし、支障がない。 

＊浪切大ホール出演者依頼願う。 

    

■「1 時間的余裕がない」が 115 件、「7 魅力ある公演や展覧会などが少ない」が 104 件、「3 入場

料や交通費などの負担が大きい」101 件、「6 公演や展覧会に関する情報が十分でない」が 98 件

という意見が多数を占める。 

    

    

（（（（創造活動創造活動創造活動創造活動についてについてについてについて））））    

★★★★個人個人個人個人やグループやグループやグループやグループでででで、、、、音楽音楽音楽音楽をををを演奏演奏演奏演奏したりしたりしたりしたり、、、、絵絵絵絵をををを描描描描くくくく、、、、創作創作創作創作するするするするなどなどなどなどのののの文化文化文化文化・・・・芸術芸術芸術芸術をををを創造創造創造創造するするするする活動活動活動活動にににに

ついてついてついてついて（（（（講座講座講座講座のののの受受受受講講講講やややや習習習習いいいい事事事事をををを含含含含むむむむ。。。。））））    

 

  【【【【問問問問７７７７】】】】過去 1 年間に、あなたは、演奏や演じる、創作するという文化・芸術の創造活動を行った

ものはありますか。次の中から行ったものすべてについてすべてについてすべてについてすべてについてお答えください。 

 

   １  クラシック音楽（声楽含む） 

２  合唱 

３  吹奏楽 

４  邦楽 

５  その他の音楽（ジャズ・童謡・歌謡曲・Ｊ-ＰＯＰなど） 
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     ６  美術（洋画・日本画・版画・書など） 

７  写真   

８  工芸（彫刻・陶芸・染織など）    

     ９  文芸（詩・小説・俳句・川柳・短歌など） 

     10  演劇・ミュージカル 

     11  邦舞（日本舞踊など） 

     12  洋舞（舞踏・バレエ・ヒップホップダンス・ジャズダンス・フラダンスなど） 

13  人形劇   

     14  伝統芸能（能・狂言・歌舞伎・文楽・謡曲・詩吟など） 

     15  演芸（落語・講談・漫才など）   

     16  映画 

     17  メディア芸術（映像編集・アニメーション・マンガ・コンピューターグラフィックスな

ど）   

     18  生活文化（華道・茶道・フラワーアレンジメント・手芸・園芸・ペン字など） 

     19  地域の伝統芸能（盆踊り、祭り太鼓など） 

     20  文化・芸術関係のボランティアや企画運営など  

21  文化・芸術に関する講演会や講座   

22  行っていない   問 12 へ進んでください。    

     23  その他（具体的に：                        ） 

 

 

 

その他 具体的に：民族楽器 

 

■「22 行っていない」と回答した人が 182 件と最も多くを占める。 

文化・芸術を創造する活動を行ったものとして「18 生活文化（華道・茶道・フラワーアレンジメント・

手芸・園芸・ペン字など）」が 38 件、「6 美術（洋画・日本画・版画・書など）」が 25 件、「19 地域の

伝統芸能（盆踊り、祭り太鼓など）」が 21 件と続く。 

 

 

  【【【【問問問問８８８８】】】】過去 1 年間、あなたは、文化・芸術の創造活動（発表を除く。）を主にどこで行いました

か。該当するものすべてについてすべてについてすべてについてすべてについてお答えください。 

 

     １ 岸和田市内 

     ２ 岸和田以外の泉州地域（市町村名：                ） 

     ３ 泉州地域以外の大阪府内の市町村（市町村名：           ） 
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     ４ その他の都道府県（都道府県名：                 ） 

       ※泉州地域：堺市以南の府下市町村 

 

 

 

岸和田以外の泉州地域 市町村名：貝塚市６件、堺市４件、泉佐野市４件、和泉市３件、 

忠岡町２件、熊取町２件 

 

泉州地域以外の大阪府内の市町村 市町村名：大阪市 11 件、河内長野市２件、守口市１件、 

高石市１件、大阪狭山市１件、忠岡町１件 

 

その他の都道府県 都道府県名：京都府６件、奈良県５件、兵庫県５件、東京都２件、滋賀県２件、 

               長野県１件、三重県１件、和歌山県１件、島根県１件、 

沖縄県１件、トルコ１件 

 

■「1 岸和田市内」が 94 件と市内での活動が最も多く、それ以外は、ほぼ同程度の結果が出てい

る。 

 

 

  【【【【問問問問８８８８----１１１１】】】】（（（（問問問問８８８８でででで「「「「１１１１    岸和田市内岸和田市内岸和田市内岸和田市内」」」」をををを選択選択選択選択されたされたされたされた方方方方のみのみのみのみ、、、、おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。））））    

     岸和田市内で文化・芸術の創造活動（発表を除く。）を行っている施設はどこですか。活動

を行っている施設すべてについてすべてについてすべてについてすべてについてお答えください。 

 

     １ 浪切ホール 

     ２ 文化会館（マドカホール） 

     ３ 自泉会館 

     ４ 市民センター 

     ５ 地区公民館・青少年会館 

６ 女性センター 

７ 福祉総合センター 

８ 図書館 

９ 保育園・幼稚園・小中学校・高等学校 

10  その他公共施設（具体的に：                     ） 

11  杉江能楽堂（民間施設） 
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12  ショッピングセンター 

13  映画館 

14  宗教施設（神社・寺など） 

15  自宅 

16  その他民間施設（具体的に：                     ） 

 

 

 

その他公共施設 具体的に：産業会館競輪場でのイベント、町会館 

その他民間施設 具体的に：町内空き地、葛城町会館「ゆう家」、JA、知人の家、いよやかの郷、

手芸品店、岸和田商店街・中央公園・愛彩ランド、デイサービスセン

ター、私方の店ファー・フォでイベントやってます。 

 

■「15 自宅」が28件、「1 浪切ホール」「2文化会館（マドカホール）」が各24件、「5 地区公民館・

青少年会館」が 19 件の順となっている。 

 

 

  【【【【問問問問９９９９】】】】あなたは、どの程度の頻度で、文化・芸術の創造活動（発表を除く。）を行っていますか。

次の中から１つ１つ１つ１つ選んでお答えください。 

 

 １ 週に１回以上 

 ２ 月に２～３回程度 

 ３ 月に１回程度 

 ４ ２～３ヶ月に１回程度 

 ５ 半年～１年に一回程度 

     ６ その他（具体的に：                    ） 
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 136 

その他 具体的に：＊ほとんどない  

           ＊クラブ活動をしていた時は年に５回ほど 

 

■「5 半年～１年に一回程度」が 32 件と最も多いが、月に 1 回以上の活動（1＋2＋3）の合計 72

件となり、問７の質問から、活動をしていないと答えた 182 件を差し引きした 136 件を推定の分母

とすると、その 52.9％を占める。 

 

 

  【【【【問問問問 11110000】】】】あなたは、ご自身の文化・芸術の創造活動の発表をどのように行っていますか。該当する

ものすべてについてすべてについてすべてについてすべてについてお答えください。 

 

     １ 岸和田市市展や文化祭に出品・発表をしている 

     ２ 公民館まつりで発表している 

     ３ 市民フェスティバルで発表している 

     ４ 岸和田市主催のマドカ合唱祭、フレンドシップコンサート等で発表している 

     ５ コンクールや公募展などに出場・出品している 

     ６ 岸和田市内の施設で、発表会や展覧会を開催（参加を含む。）している 

     ７ 岸和田市外の施設で、発表会や展覧会を開催（参加を含む。）している 

８ 発表していない 

     ９ その他（具体的に：                             ） 
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その他 具体的に：＊文化・芸術関係のボランティアや企画運営など 

＊教室展示 

＊学校内の芸術祭に出品 

＊年に一度、競技大会が行われる。 

＊おみやげショップ・イベント 

＊インターネットの小説投稿サイト 

＊町内のイベント 

＊イベントなどで展示する。（発表会、展覧会のような大規模なものではない） 

＊インターネット上 

＊デイサービスセンターで合唱 

＊学校の授業 

 

■「8 発表していない」が 44 件と最も多い。文化・芸術の創造活動を発表している中では「6 岸和

田市内の施設で発表会や展覧会を開催（参加を含む。）している」が 29 件と続く。 

    

【【【【問問問問 11111111】】】】あなたが、文化・芸術の創造活動や発表を行う上で、不便や不満を感じることがありますか。

該当するものすべてについてすべてについてすべてについてすべてについてお答えください。 

 

１ 発表の機会が少ない 

２ 創造活動にかかる材料や道具、発表に要する費用負担が大きい 

３ 会費、受講料、交通費などの負担が大きい 

     ４ 練習や稽古をする場所が少ない 

     ５ 指導してくれる人がいない 

     ６ 一緒に活動する仲間が少ない 

     ７ 創造活動に関する情報が入手できない 

     ８ 時間がなかなか取れない 

     ９ 特に不便や不満を感じない 

     10  その他（具体的に：                             ） 

 

 

 

その他 具体的に：＊貝塚や宝塚等、おけいこに行っていたけど、高齢化にと共に、会そのものが消えて
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いった。 

＊お金を稼ぐ為に掛け持ちで別の仕事をしていたらそちらに時間をとられて有名に

なるまではなかなか厳しい。 

＊駐車場が少ない。 

 

■「9 特に不便や不満を感じない」が 42 件、「8 時間がなかなか取れない」41 件となっている。創

造活動や発表を行う上で、不便・不満を感じない割合と、一方で時間を捻出することが難しいとの

割合がほぼ同じ位ある。また、費用や活動を共にする仲間について、練習場所の確保など、さま

ざまな問題がある。 

 

 

【【【【問問問問 11112222】】】】（（（（問問問問７７７７でででで「「「「22222222    行行行行っていないっていないっていないっていない」」」」とごとごとごとご回答回答回答回答いただいたいただいたいただいたいただいた方方方方のみのみのみのみ、、、、おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。）。）。）。）    

      あなたが文化・芸術の創造活動を行っていない理由は何ですか。次の中から最大最大最大最大３つ３つ３つ３つまで

選んでお答えください。 

                    １ 時間的余裕がない 

     ２ 活動できる時間帯に施設などが利用できない 

３ 創造活動にかかる材料や道具、発表に要する費用負担が大きい 

     ４ 会費、受講料、交通費などの負担が大きい 

     ５ 子どもを預ける環境や、障害者や高齢者が利用しやすい設備が整っていない 

     ６ 活動場所へ行く交通手段がない 

７ 活動団体や練習場所に関する情報が十分でない 

     ８ 参加したい活動がない 

     ９ 身近に活動できる場所・施設がない 

     10  同じ活動をする仲間がいない 

     11  興味がない 

     12  その他（具体的に：                             ） 

 

 

 

その他 具体的に：＊身体的に病んでいるのであまり外出できない。 

＊従事している業務が十分に創造的なので十分。 

＊介護の為 
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＊鑑賞するのは好きだが参加はしたくない。 

＊家族の世話のため 

＊本当の文化芸術の創造活動とは一般人がすぐ行えるものではないと思う。 

＊介護で忙しい。 

＊足が悪い。 

＊どんな人がいるのか、初めて参加するのが不安。 

＊展示会など見ることは大好きです。興味のあることはある程度若いころ３０

～５０代に習得したりしたので今後は好きな分野を自由に探求して、人の教

えにこだわらずオリジナリティで満足しています。しかし、世界的な展覧会、

例えばボストン美術館展など有名なものは少々遠くても高くても時間を工面

して本物を見る・知る事は続けていきたいと思っています。本物の素晴らし

さを知ると、自分が練習してもたいした事がないのも分かり、努力しなくな

りました。 

 

■「1 時間的余裕がない」が 107 件と最も多く、次いで「8 参加したい活動がない」が 51 件、「11 興

味がない」が 35 件と続く。その他具体的には、介護や身体的な不安等を理由にしている意見が目

立つ。 
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４．文化・芸術活動の推進を図るための施策について                        

    

【【【【問問問問 13131313】】】】あなたがイメージする「誰もが心豊かに暮らせる文化のまち岸和田」とは、どのようなも

のですか。次の中から最大最大最大最大３つ３つ３つ３つまで選んでお答えください。 

 

     １ 絵画や演劇、音楽など文化・芸術を鑑賞する機会が多いこと 

     ２ 市民それぞれが活発に文化・芸術の創造活動や発表を行っていること 

     ３ 多くの芸術家が住み、活動の拠点としていること 

     ４ 若い芸術家が生まれ、育っていくこと 

     ５ 歴史や伝統に根ざした文化・芸術が受け継がれ発展していること 

     ６ 子どもたちが文化・芸術に触れ、創造性や感性が育まれていること 

     ７ 高齢者や障害者などが、さまざまな文化・芸術に触れる機会が充実していること 

     ８ 市外からも多くの人々が文化・芸術を楽しむために訪れていること 

     ９ 文化・芸術をきっかけとして、人々のつながりが生まれていること 

     10  福祉・教育・まちづくりなど、さまざまな政策に文化・芸術が活かされていること 

     11  文化・芸術の活動を行う施設が充実していること 

     12  その他（具体的に：                           ） 

 

 

 

その他 具体的に：＊文化的行事等にボランティア等で気軽に参加できる様に情報等を市民へ発信

し続けること。 

＊だんじりのイメージ（荒っぽい）が強すぎて芸術・美術感（上品さ）が湧か 

ない。 

＊だんじりに参加  

＊「まちなみ」を昔の形でしていくこと。 

＊全体的にモラルが低い。モラルの低いところで文化・芸術を楽しむ心のゆと

りは生まれないのでは？ 

＊市民が皆一緒になって楽しむこと。イベント等がすばらしい。 

＊文化の意味がわからない 
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■「6 子どもたちが文化・芸術に触れ、創造性や感性が育まれていること」が 135 件と最も多く、次

いで「１絵画や演劇、音楽など文化・芸術を鑑賞する機会が多いこと」が 107 件、「5 歴史や伝統に

根ざした文化・芸術が受け継がれ発展していること」103 件となっている。 

 

 

【【【【問問問問 14141414】】】】あなたは、文化・芸術の振興のために何が重要なことだと思いますか。次の中から最大最大最大最大３３３３

つつつつまで選んでお答えください。 

 

     １ 子どもたちが文化・芸術活動に親しみ・参加すること 

     ２ 多くの市民が文化・芸術活動に親しみ・参加すること 

     ３ 高齢者や障害者が文化・芸術活動に親しみ・参加すること 

     ４ 専門的な指導者が文化・芸術の指導を行うこと 

     ５ 文化・芸術活動を行っている市民や団体が積極的にその成果を発表すること 

     ６ 文化・芸術に関する情報が容易に入手できること 

     ７ 文化・芸術活動ができる公共施設が充実していること 

     ８ 文化・芸術活動ができる民間施設が充実していること 

     ９ その他（具体的に：                             ） 

 

 

 

その他 具体的に：＊街の景観、例えば駅裏緑のイチョウ並木が剪定で坊主にされない。 

＊個々の視点でレベルの高いものがわかるようになってくること。 

＊一定の人だけでなく、どんな人でも文化に触れ合える機会をつくってあげる

ようにする。 

＊大人も子供も道徳的な生き方と他の人を敬う心を育てる必要があるのでは？ 

 

■「2 多くの市民が文化・芸術活動に親しみ・参加すること」が 193 件と最も多く、次に「1 子どもた

ちが文化・芸術活動に親しみ・参加すること」153 件となっている。また、公共施設の充実や、情報

の入手がしやすいかを求めている。 

 

 

  【【【【問問問問 11115555】】】】あなたは、文化・芸術の振興のために、市民は、どのようなことをすべきだと思いますか。
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次の中から重要と思われるものを最大最大最大最大３つ３つ３つ３つまで選んでお答えください。 

 

     １ 文化・芸術の鑑賞を行うこと 

     ２ 文化・芸術の創造活動に取り組むこと 

     ３ 文化・芸術の成果を発表すること 

     ４ 文化・芸術活動の教室等を開くこと 

     ５ 文化振興を目的とした資金提供や募金に取り組むこと 

     ６ 文化・芸術に関する催しを企画すること 

     ７ 文化・芸術の催しにボランティアで参加すること 

     ８ 文化財や伝統芸能の継承活動を行うこと 

     ９ 子どもたちに文化・芸術の楽しさや大切さを教えること 

     10  文化・芸術に関する情報を紹介・提供すること 

     11  市に対して意見や要望を出すこと 

     12  わからない 

     13  その他（具体に：                              ） 

 

 

 

その他 具体的に：＊文化・芸術の楽しさや大切さを大人にも教える。 

＊市民への無料の芸術鑑賞の機会をもち、発信する。 

＊放縦な生き方を助長する祭りの有り方を問います。 

＊皆で一緒に何かを作ったり楽しんだりする。 

＊自分の好きなように思うがままに活動すること。 

 

■市民がすべき役割として、「９子どもたちに文化・芸術の楽しさや大切さを教えること」が 193 件

と最も多く、次いで「１文化・芸術の鑑賞を行うこと」が 106 件、「10 文化・芸術に関する情報を紹

介・提供すること」が 75 件となっている。 

 

 

【【【【問問問問 11116666】】】】あなたは、文化・芸術の振興のために、行政（岸和田市）は、どのようなことをすべきだ

と思いますか。重要と思われるものを、次の中から最大最大最大最大３つ３つ３つ３つまで選んでお答えください。 
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     １ 良質な文化・芸術の公演・展覧会を実施すること 

２ 専門的な指導者を招へいし、文化・芸術のレベルアップを図ること 

     ３ 文化・芸術活動を支えるボランティアを育成すること 

     ４ 芸術家や市民団体、大学等の研究機関と協力すること 

     ５ 市民や団体が行う文化・芸術活動への資金面の支援を行うこと 

     ６ 文化・芸術活動の発表の機会を提供すること 

     ７ 文化・芸術に対する理解を深めるため、参加体験型事業などを行うこと 

     ８ 文化・芸術活動への市民の参加と交流の促進を図ること 

     ９ 子どもたちが文化・芸術に触れる機会を充実すること 

10  高齢者・障害者が文化・芸術に触れる機会を充実すること 

     11  文化・芸術に関する情報を積極的に収集し、広く市民に知らせること 

     12  文化財等の歴史遺産や伝統行事を観光に活かすこと 

     13  文化・芸術活動のため、公共施設の有効活用を図ること 

     14  文化・芸術に貢献した市民や団体をたたえる顕彰制度を充実させること 

     15  国内外の他都市との文化・芸術交流を充実させること 

     16  福祉・教育・まちづくりなど、さまざまな政策における文化・芸術活動を促進すること 

     17  市民の意見や要望のための窓口を設置すること 

     18  文化・芸術に係る市の予算を確保すること 

     19  市民と行政とが意見交換を行う場を設定すること 

     20  わからない 

     21  その他（具体的に：                             ） 

     

 

その他 具体的に：＊たくさんの人々を呼ぶのには、やはり著名な方の展覧会等を呼んでは？奈良

まで、切り絵展を見に出かけたり、京都へも細川展やギッタ―コレクション

他、いいなと思ったら出かけるので、岸和田にそういうのがきたらすばらし

いと思います。 

＊ムダにオブジェ・彫刻（石）等を建てない。 

＊根本からの改革 

＊特別にするべきことはないと思う 

 

■行政がすべき役割として、「9子どもたちが文化・芸術に触れる機会を充実すること」が135件

と最も多く、次いで「1 良質な文化・芸術の公演・展覧会を実施すること」が 109 件、次いで「11

文化・芸術に関する情報を積極的に収集し、広く市民に知らせること」が 68 件となっている。 



28 

 

今後今後今後今後のののの岸和田岸和田岸和田岸和田のののの文化文化文化文化・・・・芸術芸術芸術芸術についてごについてごについてごについてご意見意見意見意見がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、自由自由自由自由にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

    

＊だんじり以外魅力があるものがない。日本的・世界的に有名な展示・展覧などのイベント一つもな

い。大阪市内、京都、神戸はよく催されているのに！！遠くまで足を延ばす気力・体力がなくなっ

てきているので近場で催行されればいいなぁと思う。（60歳代 女性）                         

 

＊浪切ホールのような立派なホールがあるので、色々なジャンルの舞台を実施してほしい。以前のよ

うに歌舞伎やミュージカルなど。（60歳代 女性） 

 

＊高齢者の方々ももちろん大切だが、もう少し若い層へ目を向けていただきたいと思う。この層を意

識した情報の発信を考えていただきたい。浪切ホールでの催しは非常に素晴らしいバレエ団、楽団

などがあり子どもに手がかからなくなったらと楽しみにしている。未就学児も気軽に文化・芸術に

触れられるイベントが増えればいいと思う。他県から入ってきた者にとって情報が得にくいと感じ

ている。（30歳代 女性） 

 

＊安価で映画、演劇、ミュージカルを提供してほしい。（50 歳代 女性） 

 

＊誰もが自由に参加できる公演や展覧会を増やしてほしい。自泉会館でやっている写真展や、岸和田

城で行われている菊花祭などは大変良いと思っている。（60 歳代 男性） 

 

＊美術展をぜひお願いしたい。山下清はり絵展を鑑賞したことがあるが、子どもも一緒に行けるもの

だなぁと思ったのでそういうのをお願いしたい。（20歳代 女性） 

 

＊浪切ホールについて。歌手のコンサートやショーが観たいのだが、すごく少ない。新歌舞伎座まで

行くのが不便なので観劇とコンサートを実現してください。（舟木一夫ファンです） 

                                      （60 歳代 女性） 

 

＊総論ではなく何か具体的な事業・施策を小さくてもかまわないので第一歩を踏み出すこと、及びそ

れを継続・発展させていく事が重要だと思う。（文化活動実践者） 

 

＊小さい時から文化・芸術など色々な事を体験などさせて、たくさん鑑賞させる事が大事だと思う。

岸和田城、城下町など恵まれた地域がたくさん、浪切・各市民センター（公民館など）をうまく生

かして利用してほしい。（40歳代 女性） 

 

＊主人の転勤で大阪に来たが、以前に住んでいた（主に関東）地域では学校で社会見学が多く取り入

れられていた。ミュージカルや美術館に出向いての絵画教室や展覧会など、芸術にふれあう機会が

授業に取り組まれている。岸和田では校外学習が全くない事にビックリ。親として年に数回は音楽

などに触れる機会を作っている。公立校で多く芸術に触れる機会を設ければよりよい教育ができる

のでは・・。（50歳代 女性） 

 

＊個人にも行政にも大きな負担にならず細長く、じんわり根付く姿、ささやかな楽しみであったりす

るもので、公共施設の拡充や事業的になってしまうと先細りになると思う。子どもたちは目にした

り触れることで、今以上の充実感が得られると思う。小学生・中学生は各家庭の努力が必要な時代

で、もう少し教育機関が今以上の体験をさせてあげていただきたい。（40歳代 男性） 

 



29 

 

＊個人的には今はゲーム時代で、今の子どもたちにあやとりとか、竹馬、カンカンで歩く遊びなど自

然の中で色々な事に触れあったり、元気に走りまわる昔からの語り継ぐものを教えていくのも大切

だと思う。教えるだけじゃなく実際に体験させたり、そういう昔ながらの遊びを企画したイベント

もしてほしい。（もちつき、落ち葉で焼き芋を焼いたり、かるた大会など）（30 歳代 女性） 

 

＊和泉市のジャズフェスティバルや、和泉中央駅のコミュニティセンターで行われている文化的な教

室等がとてもうらやましい。浪切ホールやマドカホールをもっと利用して、まずは文化教室的な創

造活動を低価で市民に提供することを望む。だんじりしかないことは恥ずかしいことである。 

（50 歳代 女性） 

 

＊ＪＲ東岸和田エリアでの講座・催し等の施設・会館等が少ないのでは？習い事をいっぱいやって、

友達もたくさん作りたいと思う。転居して４年近くになるがふれあいのチャンスが無くて寂しい限

りです。（60歳代 女性） 

 

＊私はまだフルタイムで働いている（65 歳）もうすぐ時間的余裕ができるので、何か活動したいと思

う。例えば写真撮影、混声合唱など。近くで同好の人達と参加できればよいと思う。 

（60 歳代 男性） 

 

＊参加しやすい行事が必要。岸和田の中心地ばかりで、各町等でも細かく行事を行い、たくさんの項

目も設けてほしい。（60歳代 女性） 

 

＊新しい公民館をできる限り生かして市民の活動のバックアップをお願いしたい。（文化活動実践者） 

 

＊ワガノワバレエレッスンの大人のクラス（上級以外で！）を作ってください！ぜひ、安価で！ 

                                       （40 歳代 男性） 

  

＊泉州の中核都市たる本市にしては音楽、文化、芸術色々な面で周辺都市に立ち遅れている。単にハ

ード面での問題だけでなく、運営面においても市民には使いにくい。コストが問題になると思うが、

浪切ホールに機能を集中させ２館の充廃合も考えるべきかと思う。マドカの大ホールは廃止し、各

種活動の日常の練習場所に特化すればもっと活用できるだろう。ニーズは多くある。大ホールの稼

働率は両館ともかなり悪いと推察する。（70 歳代 女性） 

 

＊他市に比べ活発だと思うが、公民館や市民センター等での様々なサークル・文化活動をもっともっ

と活発に。施設や催しに参加しやすい費用にするため、市予算を投入する。福祉・教育・まちづく

り・医療など、住みやすい市民にやさしい町であることがベースである。市民生活をよりよくする

ために、例えばエネルギーを市独自で自然再生可能エネルギーを導入するとか、今注目の“里山”

文化の再生とか、林業・漁業・農業に発想を転換して注目するとか、岸和田の財産を活かす市政が

充実すれば文化・芸術振興のベースとなるだろう。（60 歳代 男性） 

 

＊行政として、文化・芸術の振興を図る目的は何であるのか。映画、劇、舞台、音楽等どこでも行っ

ているような事業を増やしたところで、それは振興を図っていることになるのだろうか。特定人だ

けを対象とした娯楽サービスの提供ではないだろうか。 その土地に根付いた文化、生活の中に融

けこみ受け継がれてきたもの、それが文化でありどこへ行っても同じような標準化されてきた現代

社会の中で、行政として携わるべきは失われつつあるそういった文化ではないだろうか。市によっ

てそれは音楽であったり舞踊であったりであると思う。市民が自分たちのまちにある文化とは何か



30 

 

を知るべきであり、それを大事に引き継いでいく手助け、けん引していくのが行政の役目ではない

だろうか。（40 歳代 女性） 

 

＊文化の中に入るかと思うが図書館内の整備をしてほしい。まずはカウンターの整理・整頓。他市の

図書館と比較しても汚すぎる。本の整理もしてほしい。司書さん、もう少し図書館整備を学んでく

ださい。そのための予算をお願いします。（50歳代 女性） 

 

＊外国の方の絵画を置いている様な大きい美術館を岸和田に造ってほしい。（60 歳代 男性） 

 

＊公民館を利用しているが、暑い時の窓のない教室で多数入室しての習い事に温度が 29℃と決められ

ると体調不良になる。寒いのはまだ我慢ができるが・・。（春木市民センター２Ｆ） 

（70 歳代 女性） 

  

＊マドカホールの駐車料金について・・・１時間で有料になるのは、発表会を観ていても参加してい

ても、満足いくまで観ていられない。せめて２時間は無料にすべきだ。あの場所は駅に近くもなし、

ショッピングもなしであの会場に関係ある人しか停めません！駐車場が少ない上に料金が高すぎる。

不便な所なので車で行くしかない。一日中の限度 500 円で充分だ。（60 歳代 女性） 

 

＊岸和田に残る文化財（岸和田レンガや古墳）等、残るようにしてほしい。（文化活動実践者） 

 

＊岸和田市はとても良い伝統がたくさん残っているので気持ち的には色々参加させていただきたいが、

小さな子どもがいるため無理である。小さな子どもを預けられる施設をもっと増やしてほしい。今

まで興味がない事でもきっかけ次第でどんどん好きになったり、自分も関わりたくなったりすると

思う。（30 歳代 女性） 

 

＊合唱・コーラスなどに興味があるが地域でどのような団体があるか分からない。ホームページなど

に情報をＵＰしていただけると助かる。（40 歳代 女性） 

 

＊無料で参加できるようにしてハードルを下げ、興味のない市民にも“文化”“芸術”に興味を持つ

きっかけにする。市広報の隅に小さく載せるのではなく、広告費はかかるかもしれないが広く大き

く市民に知ってもらうように周知したらいいと思う。（30歳代 男性） 

 

＊興味があっても情報をどこで、どのように得られるか分からない。もっと市民がこんなんやってる

んやって思って行けるように情報を得たい。大人だけでも、親子で参加でも、もっと積極的に教え

てほしい。（30 歳代 女性） 

 

＊広報で広く情報提供していく。市民が容易に参加できる催事を開催する。外に出るのが困難な人も

家庭で行える様な事を企画。もの作りなら材料等を入手しやすい流通を整える。（50 歳代 女性） 

 

＊文化・芸術は市民が参加して豊かになれる。市民が文化的な生活を営むには、もっとその機会を知

る事こそが大切と思う。（70歳代 女性） 

 

＊岸和田市には「だんじり」だけでなく芸術遺産がある。伝統文化もたくさんあるが公開されて居な

い。歴史的な地域であり、遺産もある。他県の人達に紹介して鑑賞していただきたい。市内商業に

も活力ができるのではないか。（文化活動実践者）    
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＊せっかくお城もあり歴史もある市なのだからもっと言葉づかい等、気をつけた方が良いのではない

でしょうか。岸和田駅前までなかなか外出（遠出）ができないのでもっと足の便を良くする必要が

あると思う。（40歳代 女性） 

 

＊だんじり祭りはとても良い文化財だと思うが、それに参加している子どもたちや大人のマナーの悪

さなど、もう少し岸和田市が考え直すべきだと思う。私自身「だんじり」＝「マナーの悪いもの」

になっている。（20 歳代 女性） 

 

＊岸和田と言えばやはりだんじり祭りが文化・芸術の代表的なものだと思う。勇壮な伝統的な祭りで

はあると思うがだんじりを曳く方々のマナーの悪さ、品のなさは大変残念。立派な伝統的な祭りを

引き継ぐ方々なのだから、もっと紳士的な態度をもって立ちふるまっていただきたいものである。 

                            （30歳代 男性） 

 

＊子どもたちに文化・芸術を広める事が一番良い。そのため、深夜にうろつく少年をどうにかしてほ

しい。（20 歳代 男性） 

 

＊岸和田だんじり祭りは日本国内でも有名ですね。住んでみて分かったこと、他町からも未成年の子

どもたちがお金（花）を頼みにくる。それも大人たちの飲食費になるお金！これにはびっくりした。

伝わっている活動も良いが、今ひとつ考えるべきだと・・。だって岸和田にはだんじりしかないの

だから。以上（40歳代 女性） 

 

＊芸術・文化への興味は心の余裕がなければ湧いてこないと思っている。岸和田市民の子どもからも

う少しきちんと道徳的な教育をしなおし、もっと豊かな心を持つ必要があると思う。他府県から岸

和田に来た（生活した）人達の共通はモラルの低さにびっくりとしていることです。文化・芸術は

雲の上と思う人も多いと思う。（50 歳代 女性） 

 

＊岸和田市に対して文化的な事をして欲しいと期待する気はありません。町全体が文化都市とは程遠

い雰囲気である。子どもよりも大人に対し、文化や躾をしていくべき時だと案じる。 

（60 歳代 女性）                                

 

＊市民アンケートの取り組みありがとうございます。 

今年大阪市より結婚のため転居して参りましたが、気になった事を記入させていただきます。 

◎だんじりが通る道ばかりきれいに直すのではなく、せめて公共施設の付近も利用しやすいよう道

を直してほしい。 

◎子どもたちが心の豊かさを養うため、文化・芸術に関する情報を回覧板などもっと積極的に載せ

てほしい。どうも岸和田の子どもたちはマナーや言葉使いが悪いと思う。すべての子どもがでは

ないが、もっと文化や芸術に触れやすくしていただければ心の豊かな子どもたちが１人でも多く

なると思う。（年齢・性別不明） 

 

＊岸和田には「だんじり」という日本有数の文化があるので、だんじりを中心に文化・芸術を広めて

いくと良い。具体的には鳴り物と呼ばれる笛や太鼓をとっかかりに器楽曲の演奏会を学生やだんじ

りに興味のある市民向けに行ったり、「太鼓の達人」というゲームに、だんじりの曲を収録しても

らえる様に働きかける交渉を行ったりといった興味のある文化に関連する文化をひろめるのが重要

である。（20歳代 男性） 
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＊だんじり最高（10 歳代 女性） 

 

＊岸和田城、だんじり、良い文化があると思う。（30歳代 男性） 

 

＊文化・芸術に限らずもっと活発な岸和田市に（40 歳代 男性） 

 

＊あなた方は岸和田市は文化都市だと思っていますか？それなら役人根性ですね。本当に市民にあっ

た仕事をしていますか？疑問です。（年齢・性別不明） 

 

＊誰もが楽しく、笑いがある文化（50歳代 男性） 

 

＊文化・芸術に興味がないので聞く人を間違っていると思った。（20 歳代 男性） 

 

＊関心のある人と関心のない人との差が大きい様に思う。（60歳代 男性） 

 

＊私は今年６月、岸和田駅前商店街でイベントをさせていただいた『南大阪料理人の会』に参加して

いるものです。私達の会は地域密着したフォーラム、イベントを繰り広げていき、“南大阪”発信

のブランドを全国に広げていくつもりです。今後、お役立てできる事があれば連絡いただけると嬉

しいです。（30 歳代 男性） 

 


