
 

 

五所川原からねぷた祭りのあり方を考え直す 

 佐々木啓祐 

 

 

1．はじめに 

 本研究は、五所川原立佞武多の祭りの仕

組みやそれに関わる活動のあり方について

考察するものである。 

 五所川原立佞武多は、五所川原市で毎年

8 月 4 日～8 日まで開催される祭りであ

る。近年はメディアによる宣伝の効果もあ

り、5 日間の観客の総動員数は 120 万人に

及ぶ。しかし、急激な観光化による祭りの

形態の変化に困惑する地域住民も少なから

ず存在する。 

 今回は、そのような地域の人たちが五所

川原のねぷた祭りに対してどのような認識

及び意見を持っているのかを把握するた

め、アンケート調査を実施した。対象者

は、五所川原市民および市内の学校に在学

または卒業された方とし、2 月 6 日～17 日

に SNS を通じて調査を行った。そして

181 人から回答を頂いた。この調査結果を

もとに、祭りのあり方を具体的に考察して

いく。 

 なお、ここでは調査に協力していただい

た方々を便宜上「市民」と表記する。 

 

 

2．市民の意見 

 今回のアンケート調査では自由記述欄を

設け、回答者の祭りに関する具体的な意見

を募った。その結果、70 人以上の回答者

から意見を頂くことができた。その内容は

大きく 2 つに分かれる。 

まずは、参加者の受け入れ体制の改善で

ある。これは、今回の調査で全ての年代か

ら参加のしづらさを指摘する意見が出たこ

とから判断することができる。また、この

ような意見の理由としてカラスハネト対策

に伴うルールの厳格化が多く挙がった。特

に正装参加が厳格化されたことで参加をた

めらう傾向が強く、初参加者にとって衣装

の準備は経済的負担が大きい。したがっ

て、今後は衣装の貸し出しを増やしたり、

市民の意見に合わせて正装の幅を広げたり

することが必要になると考える。また、衣

装規定の他には、特定の団体に入らなくて

も参加できるような枠組みを望む意見が挙

がった。たしかにこのような枠組みは、団

体の入会に伴う経済的負担や制約をおそれ

て参加できない人にとって非常に都合が良

い。しかし、運行の責任や管理の徹底性を

考慮すると、入会を必要としない参加は適

切ではないと考える。過去には、正装であ

れば跳人として参加できる一般参加枠を大

型立佞武多で採用していたが、カラスハネ

ト対策で廃止された例がある。現在は、独

自で一般参加枠を導入している会もあり、

今後はこうした制度を各会が導入して参加

のハードルを下げていくべきである。 

そして、上記のような受け入れ体制によ

り実効性を持たせるためには、年間を通じ

た情報周知が必要である。市民の中には祭



 

 

りに参加したいが、どの団体に所属すれば

良いのか分からない人もいる。そのため、

各団体の特徴を知ることのできる情報をよ

り拡散することで、参加者がより増加する

と考える。現在、参加団体をインターネッ

ト上で確認できるものとして、立佞武多の

館のホームページの「お囃子団体のご紹

介」というコーナーがある。しかし、情報

が古いため掲載されていない団体もある。

また、お囃子のみの団体と自主製作の団

体、踊り手の団体が区別されることなく掲

載されているため、閲覧者にとって分かり

づらい。そのため、まずはこのページの情

報を更新することで市民が各団体にアクセ

スしやすくなると考える。 

つづいて、市民からの 2 つ目の意見は運

行形態についてである。特に運行コースを

拡大してほしいという意見が目立った。こ

れは、近年の祭りの知名度の向上により来

客数も増加し、沿道の観客席が不足してい

ることが理由だと考えられる。コース拡大

が実現すれば、より多くの人が沿道で祭り

を楽しむことができる。また、隊列を長く

組む事ができるため、各団体が受け入れる

参加者の人数の増加も見込める。しかし、

大型・中型立佞武多の運行には電線の地中

化が必要なため、全面的にコースを変更す

るには多大な経済的負担が生じる。但し、

新型コロナウイルスの感染が心配される数

年間は、小型ねぷたを市内の小学校の学区

ごとに運行するなど、運行コースを柔軟に

変更することが現実的だと考える。 

 運行形態については上記の内容に加え、

運行の質に言及する意見も挙がった。例を

挙げると、「運行にメリハリがない」、「観

客を楽しませる出し物がほしい」、「リピー

トにつながる工夫がほしい」といったもの

がある。このような意見から、市民は祭り

自体の雰囲気や参加者の取り組みに問題意

識を持っていることが分かる。そして、こ

れは単に参加者の意識の低下によるもので

はなく、市民が積極的に祭りの魅力を創出

しようとしている表れだと考える。つま

り、立佞武多の運行が開始されて 20 年が

過ぎ、作品の迫力以外に祭りの魅力を見出

すことが必要となったのである。今後、市

民の意見をもとに新たな演出や工夫が加わ

れば、観光客だけではなく地域の人たちも

五所川原の祭りに注目するようになると考

える。 

 

3．年代間の意識の差 

 今回の調査では、現在の五所川原のねぷ

た祭りに対する満足度を 4 段階で評価して

いただき、それぞれの項目の割合を年代別

に割り出した（表 2）。特に、「あまり満足

していない」と「全く満足していない」の

割合の合計に注目すると、10 代と 20 代

は、どちらも 10％台であるのに対し、30

代以上はいずれも 20％を超えている。こ

の結果から、満足度の差には立佞武多復活

前の祭りの経験が関わっていることが予想

できる。つまり、立佞武多の運行が小さい

頃にすでに始まっていた 10 代、20 代にと

って現在の祭りはなじみ深い形態であるた

め、満足度が比較的高いが、30 代以上は

昔の祭りに触れたことがある人が多いた

め、年代が上がると共に現在の祭りに違和

感を持ち、満足度が低いと考えられる。 

 また、一昨年の 8 月に大学の実習で市内

の社会福祉施設を訪問した際に、施設を利



 

 

用する方々と祭りについてお話しする機会

があったが、ほとんどの方が現在の祭りと

距離を置こうとしていた。 

 今後は、幅広い年代が意見を交流する場

を設けることで、互いの異なった意見を理

解し、その上で多くの人が満足することの

できる祭りの実現につなげるべきだと考え

る。 

 とても

満足し

ている 

まあま

あ満足

してい

る 

あまり

満足し

ていな

い 

全く満

足して

いない 

10 代 52.8 36.1 8.3 2.8 

20 代 31.0 58.6 10.4 0 

30 代 13.0 65.2 17.4 4.4 

40 代 12.1 66.7 21.2 0 

50 代 18.6 55.8 20.9 4.7 

60 代

以上 

23.5 41.2 29.4 5.9 

表 1 現在の祭りに対する満足度（％） 

 

 （1） （2） （3） （4） 

10 代 0 0 76.5 23.5 

20 代 0 0 55.2 44.8 

30 代 21.7 17.4 47.8 13.1 

40 代 30.3 15.2 24.2 30.3 

50 代 51.2 25.6 13.9 9.3 

60 代

以上 

41.2 17.6 17.6 23.6 

表 2 立佞武多復活前のねぷた祭りの認知度（％）

（1）復活前のねぷた祭りに参加したことがある（2）復

活前の祭りに参加していないが、生で見たことがある（3）

復活前の祭りを経験していないが、写真や動画で見たこ

とがある（4）復活前の祭りについて、ほとんど何も知ら

ない 

 

 

図 1 立佞武多復活前のねぷた        

1 つの団体の中でも複数の衣装が混在していることが分

かる。 

 

 

図 2 立佞武多復活前のねぷた祭りの光景 

かつては、五所川原でも花笠と浴衣を身につけるハネト

が参加していた。 

 

4．製作に対する意識 

 ここからは、ねぷた本体および製作に対

する市民の意識と課題に注目する。 

 まずは、大型立佞武多に対する意識を考

えていきたい。今回は立佞武多の館の展示

室と製作所の利用率を比較することで製作

に対する意識を考察する。調査の結果は以

下の通りである（図 3,図 4）。ここから、

展示室と比較して製作所の利用率が低いこ

とが分かる。これは,製作所が３階にある



 

 

ためアクセスしづらいことが理由として考

えられる。しかし、展示室の見学が有料で

あるのに対し製作所は無料であるため、こ

の利用率の差には他にも理由があると考え

られる。 

 
図 3 

 

図 4 

そこで考えられる大きな原因に、製作所

のサービスの質の低下が挙げられる。現在

の製作所は、入り口に「関係者以外立ち入

り禁止」という掲示があり、基本的に部外

者が自由に見学することはできない。紙貼

りや色付けの体験は、修学旅行生や市内の

小学生の現地学習の場合に限られている。

しかし、私が小学生の頃までは自由に立ち

入ることができ、市民がボランティアとし

て製作体験ができる状態だった。また、入

り口付近には展示室で保存されている３台

の立佞武多の塗り絵が置いてあり、自由に

持ち帰ることができた。 

このような施設側の変化は、市民のマナ

ーや安全の確保などを考慮した上の結果だ

と推測できるが、その一方で、製作に対す

る市民の意識や関心の低下を促進させてい

ることに気付かなければならない。観光施

設内に製作所があり、一般の方が製作過程

を生で見ることができるのは、他地域に見

られない優れた機能だと考える。そのた

め、施設側も製作所を単なる作業場として

ではなく市民に開かれた場所として捉え直

すことが必要だと考える。 

 つづいて、町内会及び有志の団体のねぷ

たについて考える。2019 年度は、大型立

佞武多の他に 12 団体が祭りに参加してお

り、そのうち 2 団体がねぷたの製作を他団

体に委託している。約 10 年前の時点で

は、他地域で製作されたねぷたを台上げし

直して運行する団体も見受けられたが、近

年は徐々に自主製作が浸透しており、これ

は良い傾向だと考える。 

 その一方で、今後の課題としてあげられ

るのは、ねぷたの審査・顕彰の改善と後継

者の育成である。五所川原市の祭りでは青

森市と比較し、各団体のねぷたのクオリテ

ィを互いに高め合おうとする意識は低い状

態である。これは、各団体の規模や制作者

の技量にばらつきがあるため、比較するこ

とに意味を持ちづらいためだと考える。ま

た、本来は団体同士が切磋琢磨し合うため

にあるはずの賞は、審査基準が不明である

ためほとんど効果を持っていない。ねぷた

本体にスポットを当て評価するようにしな

ある

89%

ない

11%

展示室に入場し

たことがあるか



 

 

ければ、制作者の意欲がそがれてしまうだ

けでなく後継者も育ちづらい。今後は賞の

基準を明確にすると共に各団体の製作者の

地位を向上させる工夫が求められる。 

 

 

5．行政と市民の意識の差 

 祭りには市の観光協会をはじめ、様々な

公的機関が関わっている。また、祭りとい

う行事の実施の他にも、自治体単位の事業

には市からの支援が必要である。しかし、

祭りの当事者である市民と行政の間には大

きな意識の差が存在する。 

 その 1 つの例として、昨年の大型立佞武

多の製作中断がある。製作を中断した理由

として市側は「相応の費用をかけて製作を

続けることは市民の批判を受ける」（『東奥

日報』2021．2．20）と表明している。し

かし、今回のアンケート調査では市の考え

とは反対に「大型立佞武多を増やしてほし

い」という意見が複数の年代から挙がり、

その後の市民への聞き込みでも、今回の新

聞の記載内容に疑問を抱く方がほとんどだ

った。 

 このように官民双方の認識が大きく異な

る事のないよう、今後は行政側が市民の声

を聞く機会を充実させるとともに、市民も

行政側の方針や活動を確認することが重要

であると考える。 

 

 

6．学校教育の役割 

 先述の通り、元来の五所川原のねぷた祭

りは町内単位の運行が一般的であり、地域

のコミュニティの中で祭りのノウハウが受

け継がれてきた。しかし、立佞武多の復活

をきっかけに町内単位での運行は減少し、

参加者としてねぷたに関わる機会の均一性

が保たれなくなってきている。 

 そこで、現在は学校教育がねぷた文化を

継承する大きな役割を果たすようになって

いる。学校活動でのねぷたづくりの経験の

有無をみると、20 代と 30 代の間で割合が

逆転していることから、立佞武多の運行開

始を機に学校教育にねぷたづくりが広まっ

たことが分かる（表 3）。学校教育にねぷ

たを取り入れることは、郷土の祭りおよび

文化に親しみをもつことがきるだけではな

く、生徒が地域の伝統を引き継いでいるこ

とを自覚することにもつながっている。 

 しかし、活動自体は生徒の成績に直接関

わらない上に費用がかかるため、学校側が

負担だと捉えれば続けることはできない。

私が小学校で経験した金魚ねぷた製作も、

現在は減少していると聞く。今後は、単に

ものづくりやイベントの一環としてねぷた

に触れるのではなく、活動の意義を伝える

ことに力を入れていく必要があると考え

る。 

 経験あり 経験なし 

10 代 69.4 30.6 

20 代 58.6 41.4 

30 代 39.1 60.9 

40 代 27.3 72.7 

50 代 25.6 74.4 

60 代以上 35.3 64.7 

表 3 学校活動でのねぷたづくりの経験（％） 

 

 



 

 

7．おわりに 

今回の調査で、市民一人ひとりが祭りに

対して様々な問題意識を持ち、より良くし

ようと様々な考えを持っていることが明ら

かになった。そして、祭りの持つ意味につ

いて改めて考えることができた。 

それに加えて、アンケート調査の結果は

令和元年度に市役所で行われた五所川原市

民討議会で話し合われた内容と酷似してお

り、祭りに対する市民の意見の傾向を再確

認することができた。 

今回取り上げた課題や実情は五所川原特

有のものが多いが、観光化や少子高齢化に

よる問題は五所川原市に限った話ではな

い。また、新型コロナウイルスの感染拡大

のよる昨年の祭りの中止をきっかけに、祭

りの本来のあり方を見つめ直す時期を迎え

ている。 

市民の祭りに対する意見は一般的に公に

出ることは非常に少なく、多くの場合は個

人の願望で終わってしまう。しかし、誰も

が経験した事のない事態に陥り、先の見え

ない今だからこそ一人ひとりの意見や思い

が大切だと考える。今後、より多くの市民

が自由に意見を出し合い、自分たちの手で

事態を好転させていくことを願う。 
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