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文化財保護課 50 周年記念シンポジウム 参加者アンケート結果 

1. 当日の様子 

 

図 当日の様子 

  

 

 

 

2. 参加者アンケートの結果 

シンポジウム終了後，会場およびウェビナー参加者を対象にアンケート調査を実施した。回答者数は，

会場参加者が 58件，ウェビナー参加者が 28件の計 86件であった。 

回答結果は下記のとおりである。 

 

 

(1) 回答者属性について 

図 1 年齢 図 2 居住地 
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(2) 基調講演 「文化財を小説に書く楽しみ」（小説家 澤田 瞳子 氏）について 

基調講演「文化財を小説に書く楽しみ」（小説家 澤田瞳子氏）の満足度について，「満足」が 62.8％で

最も高く，次いで「やや満足」が 23.3％であった。このように，8割強の参加者が満足したと回答してい

る。 

図 3 満足度について 

 

 

【自由回答】（一部明らかな誤字は修正のうえ，原則原文のまま記載。 一部紹介） 

✓ 一つの文化財を知ることで，現代の生活への理解につながること，大変印象に残るご講演でした。 

✓ 1つの文化財を知ることによって，その時代全体について知ることにつながると聞き，私も今，大

学で研究していてその時代全体を知らなければ，一つの文化財について知ることができないと実

感していたので，とても印象に残りました。 

✓ 一つの事よりそのまわりの時代背景・庶民の生活 etc.いろいろなことを知る事ができる楽しみが増

えたような気がします。 

✓ 講演を聴かせていただき，文化財を入口として当時の歴史全体，また，現在の我々について知るこ

とができるということを感じました。 

✓ 大学で歴史を教えているので現代の私たちを知るための歴史というお話に共感しました。 

✓ 例えば若冲の 1 作品を観るだけでも，当時の町衆の暮らしぶり，品物の流通の様子などが分かる

ことを実感した。 

 

(3) パネルディスカッションについて 

パネルディスカッションの満足度について，「満足」が 47.7％で最も高く，次いで「やや満足」が 33.7％

であった。パネルディスカッションについても，8割程度の参加者が満足していると回答している。 

図 4 満足度について 

 

 

【自由回答】（一部明らかな誤字は修正のうえ，原則原文のまま記載。 一部紹介） 

✓ 文化財の保存と活用のバランスを取ることは大変難しい問題で，自治体の腕だけではなく，専門

家の指導，地域住民の積極的な参加を交えて総合的に検討すべきと思います。いろんな地域で地

域計画の作成に取り組んでおりますが，京都は他の地域より比較的に文化財を身に近いものと感

じる認識が根付いているので，今後の地域計画の展開を期待したいです。 

62.8% 23.3% 10.5%

1.2%

2.3%(n=86)

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

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

47.7% 33.7% 14.0%

0.0%

4.7%(n=86)

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

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答
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✓ 文化財の保存・活用をもっと身近に感じられるような工夫が必要だと改めて思いました。 

✓ 文化財・伝統文化は限定された「家」やコミュニティだけに担わせるのではなく，今後は全市民が

自分ごととして支え合っていかなければ，いずれ担い手を失って途絶えてしまうという危機感を

より強く感じさせる討論であったと思う。 

✓ 市民や地域の向きあい方が求められていることがよく伝わる内容だった。 

✓ ディスカッションを聴き，京都にはあまりに身近に文化財があることで，それが当たり前の感覚

になってしまうというデメリットと，若者が小さい頃から文化財に触れて育つことができるとい

うメリットがあると感じました。 

✓ 文化財指定を望まない，保存は個人に任され，自由にできなくなるという話を伺う事もあります。

観光と一体にされる事への不安もあると思います。 

✓ 京都の重厚な歴史を考える時間をいただきました。市民の皆様に理解を深めるため，具体的な内

容を示していただけることを期待します。 

✓ 京都は生活をしているだけで，たくさんの文化財や伝統文化に触れることができる日本で一番の

歴史都市だと思います。京都が京都であり続けるために，町づくりの重要性を改めて感じること

ができました。 

 

 

 

(4) 京都文化遺産に関連して，今後，企画・開催してほしいイベント等は何か 

京都文化遺産に関連して，今後，企画・開催してほしいイベントについてみると，「有識者等による講

演を中心としたシンポジウムやセミナー」が 60.5％で最も高く，次いで「京都文化遺産に関わる制度・取

組等に関する情報提供」（36.0％），「京都文化遺産の保存と活用に関連する多様な主体が自由に意見交換

できる交流会」（29.1％）が続く。 

図 5 今後，企画・開催を希望するイベント等について 

 

【自由回答】（一部明らかな誤字は修正のうえ，原則原文のまま記載。） 

✓ 具体的な京都文化遺産を学べる定期的なセミナー（会場＆Web参加型) 

✓ 京都文化遺産（現地）を巡りながら有識者の解説を受けられるツアー 

✓ 保護の現場の見学会 

60.5%

36.0%

29.1%

20.9%

20.9%

3.5%

4.7%

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

有識者等による講演を中心としたシンポジウムやセミナー

（今回と同様）

京都文化遺産に関わる制度・取組等に関する情報提供

京都文化遺産の保存と活用に関連する多様な主体が自由に意見交換

できる交流会

具体的な京都文化遺産の保存と活用に関する相談会

京都文化遺産の保存と活用に関連する多様な主体が意見交換を行う

ワークショップ

その他

無回答

(n=86)



4 

 

(5) 今回のシンポジウムを，どのように知ったか 

今回のイベントを知ったきっかけについてみると，「チラシ（郵送）」が 24.4％で最も高くなっている

が，いずれかの方法に偏っているわけではなく，様々な媒体を通して本イベントが周知されたことがう

かがえる。 

図 6 今回のイベントを知ったきっかけ 

 

 

【自由回答】（一部明らかな誤字は修正のうえ，原則原文のまま記載。） 

✓ 知人からの紹介（6件） 

✓ 澤田先生の Twitter（4件） 

✓ 授業（2件） 

✓ 神社関係 

✓ 保存会 

✓ 文化財保護課よりの案内 

✓ パネリストからのご紹介 

✓ 職場 

✓ チラシ（郵送ではない） 

✓ 新聞 

 

(6) イベント等への申し込みの手段として，どのような手段が望ましいか 

希望する申し込み方法についてみると，「HPの入力フォーム」が 51.2％で最も高く，次いで「E-mail」

（43.0％）が続く。 

図 7 希望する申し込み方法 

 

 

【自由回答】（一部明らかな誤字は修正のうえ，原則原文のまま記載） 

✓ いつでもコール・電話（４件） 

✓ メールでの案内に申込フォームへのリンクが有れば良い。 

✓ 今回のようで結構です。 

17.4% 16.3% 17.4% 24.4% 22.1% 2.3%(n=86)

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

京都市のホームページ メーリングリスト・メールマガジン 市民しんぶん チラシ（郵送） その他 無回答

51.2%

43.0%

15.1%

10.5%

11.6%

0.0%

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

HPの入力フォーム

E-mail

FAX

往復はがき

その他

無回答

(n=86)
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(7) イベント等の開催方法について，どのような方法が望ましいか 

希望する開催方法についてみると，「会場とウェビナーの併用方式」が 79.1％で最も高くなっている。 

図 8 希望する開催方法 

 

 

(8) その他のご意見・ご感想 

 

 

【自由回答】（一部明らかな誤字は修正のうえ，原則原文のまま記載。一部紹介） 

■イベントの内容について 

✓ 大変勉強になりました。次回も楽しみにしております。 

✓ 京都で文化財に触れることはあまり難しくないのかな，とお話を聞いて思いました。私は大学で

煎茶の授業を受講したり，お喋りボランティアサークルで実際に地域の保存会に参加させて頂い

たり，京都では自分から動けばたくさん触れられます。なので，他の若い方々にも文化財をもっと

身近に考えていただけるような活動についてこれから考えていきたいです。 

✓ 文化財を「知る」「学ぶ」「伝える」を根気よくくり返すことが市民に課せられていることを認識い

たしました。 

✓ 子どもの教育の重要性（文化財に対する教育） 

✓ 文化を支える幅広い取組を市に期待します。 

✓ 今までやってきたまちづくりが間違っていなかったと確信した。 

 

■イベントの運営について 

✓ 大変勉強になる時間でした。またこのような機会があれば是非 zoom で参加したいと思います。 

✓ オンラインで参加できることは，学生にとってもありがたい。時間を遅めに設定されていたので，

参加しようと思った。 

✓ オンライン配信が非常にスムーズで，安心して拝聴させて頂きました。ありがとうございました。 

✓ 今回はウェブ参加でしたが，会場パネルが見づらかったので，改善していただきたいと思います。 

✓ 配布資料をメールに添付などしてもらえると嬉しいです。 

✓ 視聴期間が数日にわたってあるといいなと思いました。YouTubeで。 

 

■今後期待する企画の内容について 

✓ 有識者の方々間での真っ向する議論なども聞いてみたい。 

✓ 今回は学者先生が多かった。色々な分野の人が集まった方がおもしろい！  

 

14.0% 2.3% 79.1% 4.7%(n=86)

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

会場での開催のみ ウェビナーのみ（会場を使わず、登壇者が各自のPC等から接続して配信） 会場とウェビナーの併用方式 無回答


