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令和元年度 第 2回八代市文化振興懇話会 文書協議について（議案説明） 

 

 

１ 協議の趣旨 

   ・令和元年 7 月 23日に開催した第 1回会議において，「第 2次八代市文化振興計

画策定方針」について，委員の皆さんから承認いただきました。 

   ・その策定方針に基づき，アンケート調査を実施する旨を説明いたしましたが，

アンケート調査票や対象者等について，様々なご意見をいただき，今回，それ

らの意見を踏まえてアンケート調査の手法や調査票を修正したので，改めて委

員の皆さんのご意見を文書で伺うものです。 

 

 

２ 文書協議の内容 

（１）「第 2次文化振興計画策定に係るアンケートに対する意見対応表」について 

（別紙２） 

   ・第 1回会議において，委員の皆さんからいただいたアンケートに関する意見に

ついて，今回の文書協議でどのような対応を図ったかをまとめたものです。 

   ・内容を各自ご確認ください。 

 

 

（２）「八代市の文化に関する意識調査実施要領（案）」について（別紙３） 

 

  ①「３ 調査対象」を次のとおり改めました。 

 

新 旧 

無作為抽出した 

18歳以上の市民 3,000名 

・八代市文化協会 加入団体の会員 

   51団体 約 1,300名 

 

・八代市内の高等学校 １年生全員 

    8校   約 1,300名 

  熊本高専，八代，八代工業，八代清流， 

  八代農業，八代東，秀岳館，八代白百合 

 

   【修正理由】 

    ・以前の調査対象は，年齢や居住地が偏っていたため。 

    ・文化関連だけでなく，違う分野の市民の意見も把握する必要があるため。 
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  ②「４ 調査方法」を次のとおり改めました。 

 

新 旧 

返信用封筒を同封した調査票を郵送 

（１）八代市文化協会加入団体 

  ・各団体代表者に調査票を郵送し，

代表者を通じて配布・回収。 

 

（２）高等学校 

  ・各学校に調査票の配布を依頼し，

担任を通じて配布・回収。 

 

   【修正理由】 

    ・調査対象を改めたことにより，調査方法も必然的に変更したもの。 

 

  



（別紙１） 

 3 / 6 

（３）「八代市の文化に関する意識調査票（案）」について（別紙４） 

 

  ①問１を次のとおり改めました。 

 

新 旧 

(１)文学（詩，俳句，短歌など） 

 

 

(２)音楽（民謡，合唱，クラシック，

ポピュラー，演奏など） 

(３)美術（絵画，彫刻   など） 

(４)写真 

(５)演劇（現代劇，ミュージカルなど） 

(６)舞踊（日本舞踊，バレエ，フラダ

ンス，ダンスなど） 

(７)メディア芸術（映画，漫画，アニ

メなど） 

(８)伝統芸能（神楽，獅子舞，雅楽，

能楽，歌舞伎など） 

(９)芸能（落語，浪曲，講談，漫談，

漫才，歌唱など） 

 

 

 

 

(10)生活文化（華道，茶道，書道， 

食文化，着物など） 

(11)国民娯楽（囲碁，将棋など） 

(12)文化財（有形，無形） 

(13)地域における文化芸術 

（地域固有の伝統芸能・民俗芸能など） 

(14)特にない  ⇒問６・７へ 

(15)その他（         ） 

例）伝統工芸，陶芸，金工，木工，

象嵌，竹細工，祭り，神事，園芸，

盆栽，デザインなど 

①文芸（詩、俳句、短歌、文学など） 

②工芸（伝統工芸，陶芸，金工，木

工，象嵌，竹細工など） 

③音楽（民謡，合唱，クラシック、 

ポピュラー，演奏など） 

④美術（絵画、彫刻、書道など） 

⑤写真 

⑥演劇（現代劇、ミュージカルなど） 

⑦舞踊（日本舞踊、バレエ、フラダ

ンス，ダンスなど） 

⑧メディア芸術（映画，漫画，アニ

メなど） 

⑨伝統芸能（神楽、獅子舞，雅楽，

能楽，歌舞伎など） 

⑩芸能（落語，浪曲，講談，漫談，

漫才，歌唱など） 

⑪伝統的な年中行事 

（祭り、神事など） 

⑫文化財 

⑬園芸（盆栽など） 

⑭生活文化（華道、茶道、    

料理    など） 

 

 

 

 

 

⑮その他（         ） 

 

   【修正理由】 

    ・選択肢が恣意的にならないよう，文化芸術基本法で規定される文化・芸術の

順番・記載に改めるとともに，法に規定されていない分野については，その

他の欄に「例」として，記載したもの。 
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  ②問１で選択した「文化・芸術」の魅力について記入する欄を追加しました。 

 

   【修正理由】 

    ・委員からいただいた意見を反映させたもの。 

 

 

  ③問４の選択肢を次のとおり改めました。 

 

新 旧 

(１)活動する時間がない。 

(２)費用がかかりすぎる。 

(３)活動する場所や施設が少ない。 

(４)一緒に活動する仲間がいない。 

(５)指導者がいない。 

(６)家族や周囲の理解が得られない。 

(７)活動に関する情報が少ない 

  ⇒どのような情報が必要ですか。 

  (ア)催し物などの情報 

  (イ)講座などの情報 

  (ウ)指導者に関する情報 

  (エ)活動しているグループや場所

に関する情報 

  (オ)その他 

 

 

 

(８)特にない。 

(９)その他 

 

①活動する時間がない。 

②費用がかかりすぎる。 

③活動する場所や施設が少ない。 

④一緒に活動する仲間がいない。 

⑤指導者がいない。 

⑥家族や周囲の理解が得られない。 

⑦活動に関する情報が少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧特にない。 

 

   【修正理由】 

    ・委員からいただいた意見を反映させたもの。 
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  ④問５の選択肢を次のとおり改めました。 

 

新 旧 

(１)活動する時間がない。 

(２)費用がかかりすぎる。 

(３)活動する場所や施設が少ない。 

(４)一緒に活動する仲間がいない。 

(５)指導者がいない。 

(６)家族や周囲の理解が得られない。 

(７)活動に関する情報が少ない 

  ⇒どのような情報が必要ですか。 

  (ア)催し物などの情報 

  (イ)講座などの情報 

  (ウ)指導者に関する情報 

  (エ)活動しているグループや場所

に関する情報 

  (オ)その他 

 

 

 

(８)    興味・関心がない。 

  ⇒興味・関心がない理由を記入し

てください。 

 

 

 

(９)特にない 

(10)その他 

 

①活動する時間がない。 

②費用がかかりすぎる。 

③活動する場所や施設が少ない。 

④一緒に活動する仲間がいない。 

⑤指導者がいない。 

⑥家族や周囲の理解が得られない。 

⑦活動に関する情報が少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧そもそも興味・関心がない。 

 

 

 

 

 

⑨特にない。 

 

   【修正理由】 

    ・委員からいただいた意見を反映させたもの。 
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３ 今後の予定 

 

（承諾いただいた場合） 

・令和 2年 3月 2日～  アンケート発送 

・令和 2年 3月 23日   アンケート返送期限 

・令和 2年 4月～    アンケート集計，分析 

・令和 2年 6月     令和 2年度第 1回八代市文化振興懇話会開催 

（アンケート結果の報告，計画骨子の検討） 

・令和 2年 9月     令和 2年度第 2回八代市文化振興懇話会開催 

（計画素案の協議） 

              市議会経済企業委員会報告 

・令和 2年 10月     計画素案を政策会議に付議 

・令和 2年 11月     パブリックコメント実施 

・令和 3年 1月     令和 2年度第 3回八代市文化振興懇話会開催 

（計画素案の協議・策定） 

・令和 3年 2月     計画策定 

・令和 3年 3月     市議会経済企業委員会報告 

 

 

 

（承諾いただけない場合） 

・令和 2年 3月～    アンケート関係書類を再修正し，改めて協議 

・令和 2年 4月～    アンケート発送 

・令和 2年 5月～    アンケート集計，分析 

・令和 2年 7月     令和 2年度第 1回八代市文化振興懇話会開催 

（アンケート結果の報告，計画骨子の検討） 

・令和 2年 9月     令和 2年度第 2回八代市文化振興懇話会開催 

（計画素案の協議） 

              市議会経済企業委員会報告 

・令和 2年 10月     計画素案を政策会議に付議 

・令和 2年 11月     パブリックコメント実施 

・令和 3年 1月     令和 2年度第 3回八代市文化振興懇話会開催 

（計画素案の協議・策定） 

・令和 3年 2月     計画策定 

・令和 3年 3月     市議会経済企業委員会報告 

 


