
 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年の新庄まつり開催に向けての意識調査アンケート 

集計結果報告書 

 

 

 

 

実施期間 ２０２０年１０月２０日から１１月３０日まで 

対象者 新庄最上地域の１５歳以上の住民 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人新庄青年会議所 



1. はじめに 

 

２０２０年８月、新型コロナウイルス感染症の影響により、新庄まつりは戦後再開され

てからはじめて中止となりました。そして、２０２０年１２月現在、山形県のお祭りにお

いては全国的・広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについて

開催の要件が設けられています。 

長きに亘って受け継がれて来た新庄まつりは、現代においては新庄もがみ地域を代表す

る祭りであるとともに、多くの地域住民にとってのアイデンティティとなり、共通性と住

民相互の連帯性を培い、郷土意識やまちづくりへの参画意識の源にもなっています。 

このアンケート集計結果報告書は考え方の違いによる分断や対立を煽るものではなく、

すでに地域住民の中に存在している多様な考え方を皆が知る事で、分断の懸け橋を創って

行くために行っています。困難な時代に在っても多様な知識や考え方を持ち寄り、どんな

形であっても独自性を持った地域の魅力の源泉を次世代に伝え、地域を活性化し、希望溢

れる未来を私たち地域住民自身の手で、切り拓いて行かなくてはなりません。 

 最後になりますが、限られた期間にも関わらず、多くのご回答と多くのご意見を寄せて

下さった皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. アンケートの概要 

 

実施期間：２０２０年１０月２０日から１１月３０日まで 

対 象 者：新庄最上地域の１５歳以上の住民 

 

実施目的：２０２１年の新庄まつりの開催に関する地域住民の考えやアイデアを調査し、

開催判断や開催方式に活用して頂くことを目的に実施した。 

 

収集方法：ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）を活用したＷＥＢアンケート 

 

質問内容： 

問１．あなたの年齢を教えて下さい。 

〇１５才～１８才   〇１９才～２９才 

〇３０才～４０才   〇４１才～６０才   〇６１才以上 

 

問２．お住いの市町村を教えて下さい。 

〇新庄市  〇金山町  〇最上町  〇舟形町  〇真室川町 

〇大蔵村  〇鮭川村  〇戸沢村 

 

問３．２０２１年の新庄まつりの開催について現時点でのあなたの考えを教えて下さい。 

〇新庄まつりを開催して欲しい。 〇新庄まつりは中止して欲しい。 

〇どちらとも言えない。 

 

問４．その理由を教えてください。 

 

問５．あなたの考えに最も近い答えを教えて下さい。２０２１年の新庄まつりを開催する

場合、それによって感染する新型コロナウイルス感染症の感染者は、 

〇ひとりも出してはならない。    〇１０人以下であれば開催するべき。 

〇３０人以下であれば開催するべき。 〇５０人以下であれば開催するべき。 

〇いくら出ても開催するべき。 

 

問６．なぜそう思うのか教えて下さい。 

 

問７．新庄まつり開催に向けた感染予防対策のアイデアや、意見がある方は自由にお書きください。  



３．回答結果 

問１．あなたの年齢を教えて下さい。 

回答数６５８ 

 

幅広い年代に回答して頂くことが出来たが、web アンケートという手法が影響し６１才以

上の回答が極端に少なかったと思われる。 

 

問２．お住いの市町村を教えて下さい。 

回答数６５８ 

 

対象としている新庄最上８市町村全てから回答を集めることが出来た。 

20%

14%

37%

27%

2%

15才～18才 19才～29才 30才～40才 41才～60才 61才以上

78%

2%

2%

3%

5%

5%
2% 3%

新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村



問３．２０２１年の新庄まつりの開催について現時点でのあなたの考えを教えて下さい。 

回答数６５８ 

 

「開催して欲しい。」が８０％と多数を占めた。 

 

 

問４．その理由を教えてください。前問にて「開催して欲しい」と答えた方。 

※大まかに回答内容をグループ分けして集計しています。      回答数５２０ 

 

回答内容には「楽しみにしているから」や、「無いと寂しいから」という声が多かった。 

「伝統・文化の継承」や「まちの活気」という切り口で地域を心配する声も多かった。 

 

80% 5% 15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

開催して欲しい。 中止して欲しい。 どちらともいえない。

27%

11%

9%20%

13%

5%

15%

新庄まつりを楽しみにして

いるため

新庄まつりが無いと寂しい

ため

感染対策を万全にして開催

して欲しいため

伝統や文化を残すため

まちに活気が無くなるため

その他

無回答



問４．その理由を教えてください。前問にて「中止して欲しい」と答えた方。 

※大まかに回答内容をグループ分けして集計しています。       回答数３４ 

 

 

感染拡大を心配する声が多かった。 

 

問４．その理由を教えてください。前問にて「どちらとも言えない。」と答えた方。 

※大まかに回答内容をグループ分けして集計しています。      回答数１０４ 

 

 

感染状況やワクチンの開発状況が見通せないため、現時点では判断が付かないという声が

多かった。 

65%

35% 感染拡大の恐れがあるた

め。安全でないため。

無回答

38%

26%

23%

13%

感染拡大状況やワクチン開

発などの見通しが予測でき

ないため
感染拡大が心配。収束する

まで待つべき

開催して欲しいが新型コロ

ナウィルスが怖いため判断

が付かない
無回答



問５．あなたの考えに最も近い答えを教えて下さい。２０２１年の新庄まつりを開催する 

場合、それによって感染する新型コロナウイルス感染症の感染者は、 回答数６５８ 

 

「ひとりも出してはならない。」とそれ以外の回答が概ね６対４となった。 

 

問６．なぜそう思うのか教えて下さい。前問にて「ひとりも出してはならない。」と答え

た方。※大まかに回答内容をグループ分けして集計しています。  回答数３８８ 

 
全体では目標として感染ゼロ目指すべきという意見が多かった。感染拡大や風評リスクが

怖い。感染者が出たら次回から開催されなくなるのでは。など切実な声も多く寄せられた。 

59% 17%

4% 3%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ひとりも出してはならない。 10人以下であれば開催するべき。

30人以下であれば開催するべき。 50人以下であれば開催するべき。

いくら出ても開催するべき。

24%

14%

12%8%

9%

7%

3%

2%

21%

感染ゼロを目指すべき

感染ゼロは出来るはず

感染拡大が心配

風評リスクが心配

常識・当たり前・この質問を

すること自体が間違っている

命や健康が大事だから。自分

が感染したくないから

今後のまつりの開催に悪影響

があるかも知れないから

医療従事者や医療機関が心配

安心・安全なまつりのため

わからない・無回答



問６．なぜそう思うのか教えて下さい。 

前問にて「１０人以下であれば開催するべき。」と答えた方。 

※大まかに回答内容をグループ分けして集計しています。     回答数１１２ 

 

 

問６．なぜそう思うのか教えて下さい。 

前問にて「３０人以下、５０人以下であれば開催するべき。」と答えた方。 

※大まかに回答内容をグループ分けして集計しています。      回答数４６ 

 

 

17%

11%

9%

8%

6%

6%
6%

8%

29%

ゼロは無理・現実的でない

と思うから

対策して１０人以下なら広

がらないと思う

対策すれば自身の感染は防

げるはず

１０人以下は許容範囲内

ある程度は仕方がない

経済活動も考えてある程度

許容すべき

まつりをしたいから

その他

無回答

23%

18%

6%
6%

47%

ウィズコロナで開催するべ

きだから

感染者を出さずに物事を進

めることができないから

感染対策をしていれば大丈

夫だと思うから

その他

無回答



問６．なぜそう思うのか教えて下さい。 

前問にて「いくら出ても開催するべき。」と答えた方。 

※大まかに回答内容をグループ分けして集計しています。     回答数１１２ 

 
 

「開催するべき。」の各選択肢の理由には様々な声が寄せられたが、「対策をすれば問題無

いのではないか」という声が多かった。 

 

 

 

 

15%

13%

11%

11%7%
6%

6%

6%

6%

4%

15%

伝統や文化を守るため

対策をしっかりすれば開催

しても良いと思うから

インフルエンザや風邪と同

じだから

長期間収束しないと思うか

ら

地域に必要だから

新庄まつりをしたいから

新型コロナウィルスと共存

して行かないといけないか

ら
ワクチンが開発されると思

うから

予測不能なので感染対策に

努めるべきと思うから

元々新型コロナウイルス感

染症以外のリスクもあるた

め恐れず開催するべき
無回答



問 7．新庄まつり開催に向けた感染予防対策のアイデアや、意見がある方は自由にお書き

ください。 

※マスクの着用や手指消毒などのご意見はまとめて掲載させて頂いております。 

 

・家で一緒にいる家族が街中で１メートルの距離を取ることは無意味だと思います。臨機

応変に、桟敷席などの販売も有りなのではと思います。 

・駅前パレード中止。露店は地域の店舗の出店のみとする。 

・新庄祭は、かけ声も笛も必要だと思う。また、見てくれる方がいなければ山車の制作も

意味がなくなってしまうため、できるだけいつもどおりで開催できるようにしてほしい。 

・観覧席の限定、遊歩道の整備、マスクの徹底。花貰いの禁止それに伴う若連への保証を

して頂きたいです。 

・運行ルートを駅前のパレードのみにする。" 

・YouTube 等で生中継し県外の方には見せる。昼の休憩等若連同士同じところを使わない

ように工面する。（駅付近は 1 度小屋へ帰る。新松本等遠い町内は今まで通り小学校等を

利用する。） 

・普段から自制心を持ち、何が正しいのか心掛けていれば時期に落ち着くはずです。感染

者がいる限り持ち込まれる可能性があるので世の中の動きに合わせるべきです。 

・展示形式や過去の新庄祭を放映し家で楽しめるようにする。 

・見物客が占拠している歩道のスペースの有料化する。 

・出店のチケット化する。 

・味覚まつりに準じた対策と、マスク着用、ソーシャルディスタンス、県外からの来場制

限、検温の実施をする。 

・パレード時の道端での観覧を有料でソーシャルディスタンスを守れるように区切る。 

・飲食はお祭りの醍醐味でもあるのでしょうがないがゴミは残さず持ち帰る。 

・パレードではなく、東山などの広い固定の場所で、演奏会をしたらどうか。 

・露店での酒類の販売と飲酒しながらの祭り行脚への参加を禁止する。 

・リアルタイムでビデオを流しているのは知っているので、今度は人の目線で動くカメラ

があればさらに祭りに参加している雰囲気を味わうことができるのではないか。 

・対策マニュアル作成する。 

・開催時間を短くする。 

・個々に対策するしかないと思います。全ての人にマスク着用や消毒を徹底してほしい

が、そんな祭りの景色は見たくありません。それが必須であれば製作も不可能、開催も不

可能だと思います。楽しみたい人は自己責任でよろしいかと思います。 

・花貰いは無しにして、その分を個人法人の寄付等で資金を集い、各若蓮に分配してほし

いです。 

・開催期間や一日の屋台や出店が出ている時間を短縮や屋台の回る距離を短くする。 



問７．続き 

 

・来年の感染状況が分からないのでなにも言えないが、観客は新庄市民(幅広げても最上)

だけにする。他はリモート。YouTube などで配信。観客席がない分の収益はネットで募金

を行う。出店も地元のお店だけ(三浦焼きそば、叶内アイスなど。逆に地元の良いものを知

るきっかけにもなるかも)若連、囃子も法被を着た人以外の参加はしない。法被を着ていな

い人は参加できないようにする。法被を着る→若連の責任を背負う→自分の体調管理をき

ちんとして参加する。朝体温測る。(もちろん 2 週間以内に県外の人との接触なし)。もと

もと新庄の人たちの祭りなので新庄の人だけが楽しめるような形でもいいかと思う。 

・開催日の減少（24 日のみ、25 日のみ等）・ルートの縮小（戸澤神社～アビエスのみ

等）・台数減少（希望町内のみ製作等）。 

・次年度の開催の観光客誘客は見込めないため、VR 映像制作の次の年以降へのプロモー

ションの準備を行う・live 配信の質を高めてコンテンツとして耐えられるクオリティーの

ものを配信し、リモートで観覧していただきたい。 

・町内の製作台数を減らす代わりに企業山車や子ども山車の募集を行い、製作を行うにあ

たり、子どもを含めた地域の方へボランティアの募集を行う。 

・新庄まつり実行委員会の考えをもう少し緩くしないと厳しいと思います。 

・県外からの観光客を呼ばずに市民だけで新庄祭りをしたい。参加者も事前に県外への往

来や外国への往来がない事等を徹底して行って欲しい。今では観光客狙いの祭りとなって

いるのではないか。本来の新庄祭りの意味を再確認する機会だと思う。 

・県外からの参加者に条件をつける(一定の県や地方の限定)・関係者に Google form など

を使った体調チェックを毎日行ってもらう。 

・可能であれば、それぞれの若連の方々が最上地域に出向き、囃子の演奏をすることで少

しでも祭の雰囲気を味わえるのではないか。 

・ミニ山車を展示する。 

・花もらい中止。スーパーチャットのような方法をする。蜜防止で引手の人数制限をかけ

るか、極力ロープを伸ばす。昼夜✕2～3 日の二部構成パレードで入れ替え制。 

・山車行列等、人が集まりそうな運行はせず、各々自主運行で個々に歩く。 

・県外への宣伝はしない。企業スポンサーを付ける。 

・新庄まつりを開催して、中継してほしい。フォトコンテストなどでもいい。 

・展示屋台を行い、花もらいを中止しし、各家庭から均一に寄付をもらい、各町内に分配

する。 

・祭りでもコロナ対策に対して個人個人の意識がゆるまないようにしなければならない

し、そうした意識付けは大変だけど出来たら with コロナの方向性が見えてくるのではない

かと思う。 

 



問７．続き 

 

・コロナの影響で、収入減で大変になり生活も変わりました。飢饉の大変な時にはじまっ

たお祭りなのでこういう時こそあったほうがいいと思いますが、生活するのがやっとの人

もいます。町内や携わる人に負担がかからないような方法も考えなければならないと思い

ます。 

・マスクして炎天下での開催は辛いので 特例で涼しい時期に日程変更する。 

・進行方向を一方向にしてあまり密にならないようにして頂きたいです。 

囃子を聞き、山車をみるだけでもいいと思います。山車小屋で演奏でもいいかと思いま

す。出店なしでもいいのではないでしょうか。募金を行うなど。 

・楽しみが出来る様に開催してほしいですが、途中で中止などにならないように慎重に決

めて欲しいです。 

・山車小屋の前で、囃子を行えばいいと思います。 

・山車の人の多く集まる所避け、巡航の変更をして開催してほしいです。 

・パレードは無くさないで欲しいので、密にならないようにしなければなりません。例え

ば、出店を駅裏やパレードと関係ない場所に出店。若連に花貰いさせないくらいの金額を

市で用意して、山車運行距離を減らす。子供たちの熱中症も心配なので対応をする。パレ

ードで駅前に集中して人が集まらないように、色々な場所で見れるようにする。最上公園

の方が、盆栽屋さん減ってるのでスポーツ公園も含め何か活用出来そうな気がする。 

・夜のパレードが一番混むようなので、やはり出店を別にして広く使った方がイイと思

う。ただ歩いてるだけの若者と山車を見たい人は分けるべき。駅前集中しないようにアビ

エスを回るのをやめてもいいのかもしれない。狭いし、いつもグダグダになってる。 

とにかく新庄まつりは無くしてはいけない。何かやり方があるはずです。 

・露店と巡航中の山車の間が密になるので、露店を広場などに出店させ、巡航エリアは人

が余裕をもって動けるようにする。山車が回るところ、ひとが動くところ、露店が出てい

るところを明確に分ける。 

・花もらいが駄目なら税金で全市民より頂けば不公平はないと思います。 

・駅前にあった露店の場所を別場所に移動し、蜜を防ぐ。または露店をその年だけなく

す。 

・観客に見せなくてもよい。祭りは作るから、引っ張るから楽しい。大勢にみせたいから

お祭りに出てるわけではない。地元だけでも十分に楽しめると思う。" 

・ハヤシの人は、フェイスシールドをつけたり、マスクを外せる場所を決めたり、キャッ

シュレスを使える出店を増やす。 

・路上での見学を禁止し、観覧席のみとする。 

・山形県在住者の参加のみに絞り、どうしても参加したい県外在住者や、2 週間以内に県

外に出た人は必ず PCR 検査をして、陰性という証明をしてもらう。 



問７．続き 

 

・山車を長い期間どこかで展示か SNS 等でアップしてどこが良いかの投票をしても面白い

のではないかと思った。(囃子も同様) 

・長い期間どこか別々な場所に展示できるのであれば、スタンプラリーみたいなのも楽し

そう。山車に隠れキャラを作って探してみようなどどうでしょうか。 

・作っているところの詳しい動画とか、物語の説明とか見てみたい。 

・歴代の山車を見比べるのも楽しそう。 

・今回のコロナウイルスで祭連盟、囃子連盟、実行委員会だけでなく、市民一人ひとりが

新庄祭は人々が安泰に過ごせるよう祈願の為に誕生したものという原点に立ち返る良い機

会となったのではないか。今年はこれまで通りの意識とは違った参加の仕方になったので

はないか。 

・大まかな形式は従来通りで、原点に還る為の行為が市内や各町内であったら良いと思

う。 

・一時、職場で濃厚接触者になりましたが、近い距離での飲食をせず、マスク等での飛沫

防止、こまめな消毒、換気を徹底し感染拡大を防げました。出店やお囃子は制限や縮小の

可能性もあるかもしれませんが、開催される事を願っています。 

山車小屋に展示することや展示山車にするなどやり方はあると思います 。 

・マスク、検温、消毒の徹底し、ソーシャルディスタンスを心がけて開催していただきた

い。 

・まつり参加者におけるまつり前の PCR 検査、あるいは健康観察カードの提出。観光客

の制限や、ID カード発行などによる管理を行う。 


