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市政総合アンケート報告書

京都の伝統産業

京都市総合企画局市長公室広報課



は じ め に

京都市では, 個性と魅力に満ち, 誰もが心豊かに安心して暮らせるまちづくりを進めて

いくためには, 市民の皆様のご意見やニーズを的確に把握することが大切だと考えていま

す｡ そのため, 平成11年度から, 毎回 3,000人の方を対象として, 市政の重要課題につい

て市政総合アンケート調査を実施しています｡

平成17年度の第３回目に当たる今回の調査は, ｢京都の伝統産業｣ をテーマとして実施

しました｡

アンケートでは, 市民の皆様が, 長い歴史の中で培われてきた, 日本の文化そのものと

もいえる京都の伝統産業についてどのような認識を持っておられるか, またその活性化に

向けた施策についてどう考えておられるかなどについてお尋ねしました｡

今後, この調査で得た結果を, ｢伝統産業活性化推進計画｣ の策定に生かすとともに,

今後の伝統産業振興策に役立てて参ります｡

最後になりましたが, 調査にご協力いただきました市民の皆様に対しまして心よりお礼

申し上げます｡

(注) ○百分比の合計は端数処理の関係で100％にならないものもあります｡

○複数回答の百分比の合計は100％になりません｡���



調 査 概 要

１. 調査テーマ ｢京都の伝統産業｣

２. 調 査 目 的 長い歴史の中で培われてきた, 日本の文化そのものともいえる京都の伝統産業について

の認識や, その活性化に向けた施策などについて尋ね, ｢伝統産業活性化推進計画｣ の

策定に生かすとともに, 今後の伝統産業振興策の参考とする｡

３. 調 査 対 象 20歳以上の市民3,000人

(住民基本台帳及び外国人登録データから無作為抽出)

４. 調 査 方 法 回答用紙への記入方式 (郵送)

５. 調 査 期 間 平成17年11月14日 (月) ～平成17年11月28日 (月)

６. 回 収 状 況 回収数 １, ４４９ (回収率 48.3％)

うち有効回答数 １, ４４９ (回収率 48.3％)

７. 回答者属性

���

＜区別内訳＞

区 人 数 百分比

北
人

116
％

8.0

上 京 82 5.7

左 京 161 11.1

中 京 101 7.0

東 山 46 3.2

山 科 141 9.7

下 京 69 4.8

南 92 6.3

右 京 202 13.9

西 京 137 9.5

伏 見 277 19.1

無回答 25 1.7

計 1,449 100.0

＜性別年齢別内訳＞

年 代 男 女 無回答 計 百分比

20 歳 代
人
62

人
88

人
1

人
151

％
10.4

30 歳 代 99 134 0 233 16.1

40 歳 代 76 110 5 191 13.2

50 歳 代 118 181 2 301 20.8

60 歳 代 126 158 5 289 20.0

70歳以上 105 141 12 258 17.8

無 回 答 3 3 20 26 1.7

計 589 815 45 1,449 100.0

百 分 比 40.7 56.3 3.0 100.0

＜職業別内訳＞

職 業 人 数 百分比

自 営 業
自 由 業

人
198

％
13.7

会 社 員
公 務 員 460 31.7

主 婦
主 夫 390 26.9

学 生 42 2.9

無 職 237 16.4

そ の 他 84 5.8

無 回 答 38 2.6

計 1,449 100.0



結 果 の あ ら ま し

平成17年度第3回市政総合アンケート調査は, ｢京都の伝統産業｣ をテーマとして, 市民の皆様が, 長い歴

史の中で培われてきた, 日本の文化そのものともいえる京都の伝統産業についてどのような認識を持ってお

られるか, またその活性化に向けた施策についてどう考えておられるかなどについてお尋ねしました｡

１ 京都の伝統産業に魅力を感じるか

大いに感じる｡ ４８. ０％

感じる｡ ３７. １％

少し感じる｡ ９. ４％

全く感じない｡ １. ７％

→ 魅力を感じる方が９割以上

２ 魅力を感じる伝統産業は何か

西陣織 ７５.１％

京友禅 ６６.９％

京焼・清水焼 ６３.３％

京の文化, 歴史に根ざした京菓子・京漬物などの

加工食品, 京料理 ５３.７％

→ 西陣織が７割以上

３ 京都の伝統産業はどのように役立っているか

日本の伝統的な文化の継承に役立っている｡ ６５. ５％

京都の伝統的な文化の継承に役立っている｡ ６４. ４％

京都への観光客の増加に役立っている｡ ６１. ０％

京都らしい町並みの維持に役立っている｡ ４１. ５％

京都経済の活性化に役立っている｡ ３２. ５％

地域づくりに役立っている｡ １２. ８％

→ ｢日本の伝統的な文化の継承｣ ｢京都の伝統的な文化の継承｣

｢京都への観光客の増加｣ が６割以上
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４ どのような場面で伝統産業に接したことがあるか

生活や趣味の場での使用を通じて ５１. ０％

能・狂言・茶道・華道など伝統文化を通じて ３５. ８％

家族・親戚・知人など伝統産業の職人さんを通じて ３２. ５％

展示会やイベントなどを通して ３２. ２％

京都伝統産業ふれあい館, 四条京町家などの

伝統産業振興施設において ２４. ４％

学校の授業を通じて １２. ０％

体験教室などを通じて ８. ９％

→ ｢生活や趣味の場での使用を通じて｣ が半数

５ 伝統産業製品をどのくらいの頻度で使っているか, また今後使いたいか

使っていないが, 値段などの条件があえば, 使ってみたい｡ ３３. １％

お正月など特別な時に使っている｡ ２３. ８％

毎日使っている｡ ９. ８％

頻繁に使っている｡ ９. １％

使っていないし, 今後も使ってみたいとは思わない｡ ５. ８％

使っていないが, 今後は積極的に使ってみたい｡ ５. ４％

→ ｢値段などの条件があえば使ってみたい｣ が３分の１

６ 伝統産業製品を使っている, 使ってみたいと思う理由

長く使用しても飽きない｡ ８３. ０％

手作りの良さがある｡ ７７. ６％

高級感がある｡ ６２. ８％

文化や歴史に根付いたものである｡ ５９. ９％

素材・風合い・使い勝手などがよい｡ ５６. ３％

伝統的な技法で製作されたものである｡ ５０. ０％

｢京もの (京都産)｣ というブランドがあり, 安心である｡ ４１. ９％

デザインがよい｡ ３０. ２％

→ ｢長く使用しても飽きない｣ が８割
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７ 伝統産業製品の課題や問題

着用・使用する機会・場が少ない｡ ７４. ５％

値段が高い｡ ５５. ７％

広告やアピールが不足している｡ ３５. ５％

値段相応の価値があるかどうか分からない｡ ２２. ４％

使用方法や手入れの仕方が難しい｡ ２２. １％

海外や国内で製造されている他地域の製品との違いが分からない｡ １９. ５％

デザインが合わなくなっている｡ ９. ０％

素材や風合いなどが合わなくなっている｡ ６. ３％

買う場所が分からない｡ ５. ２％

販売員が適切に説明してくれない｡ ３. ４％

魅力を感じない｡ ３. ０％

→ ｢着用・使用する機会・場が少ない｣ が７割以上

８ 伝統産業製品と競合する海外製品についてどう思うか

海外製品との違いが分かるような表示をすべきである｡ ５４. ８％

海外製品との違いが分かるようなデザインや技法を

用いるべきである｡ ２６. ９％

全くの自由競争にまかせるべきである｡ ２１. ０％

京都の伝統産業製品を守るためには, 海外製品については, 輸入制限を

すべきである｡ １６. １％

→ ｢海外製品との違いが分かるような表示をすべき｣ が半数以上

９ 市民としてどうすれば伝統産業の活性化につながるか

生活や趣味の場で伝統産業製品を積極的に取り入れる｡ ４９. ４％

伝統産業に対する興味を持ったり, 伝統産業に関する知識を

得るよう心がける｡ ４５. ６％

展示会や体験教室などに参加し, 伝統産業に触れる｡ ３５. ７％

お正月など特別な機会には, 伝統産業製品を積極的に使用する｡ ３０. ４％

京都の伝統産業製品以外は購入しない｡ ０. ９％

→ ｢生活や趣味の場で伝統産業製品を積極的に取り入れる｣ が半数

…………………………………

……………………………………………………………

……………………………………

………………………

…………………………………

………………………………………

……………………………

…………………………………………………

……………………………………

…………………………………………………………

…………

……………………………………………………

……………………………

…………………………………………………………

…………

……………………………………………………

……………

………………………………

���



10 京都市の取組を知っているか

(ア) ｢伝統産業の日｣ のイベント

行ったことがないが, 今後行きたい｡ ３７. ３％

知らない｡ ３７. ０％

行ったことがあり, 今後も行きたい｡ １０. ６％

行ったことがなく, 今後も行きたくない｡ ５. ５％

行ったことがあるが, 今後は行きたくない｡ １. ５％

(イ) 京都伝統産業ふれあい館

行ったことがないが, 今後行きたい｡ ３７. ９％

知らない｡ ２６. ６％

行ったことがあり, 今後も行きたい｡ １９. ７％

行ったことがなく, 今後も行きたくない｡ ５. ３％

行ったことがあるが, 今後は行きたくない｡ ３. ２％

(ウ) 四条京町家

行ったことがないが, 今後行きたい｡ ４５. ８％

知らない｡ ２６. ６％

行ったことがあり, 今後も行きたい｡ １２. ７％

行ったことがなく, 今後も行きたくない｡ ４. ８％

行ったことがあるが, 今後は行きたくない｡ ２. １％

→ いずれのイベント, 施設についても ｢行ったことがないが今後行きたい｣

が４割前後

11 問10のように思う理由

(ア) ｢伝統産業の日｣ のイベント

＜ ｢今後行きたい｣ と答えた方の主な意見＞

・伝統産業に興味があるから

・伝統産業に実際に触れることができるから

・伝統産業について理解を深めたいから

・実際のイベント内容が魅力的だった

・着物を着るよい機会だから

・イベントが多彩だから

・京都市民として伝統産業の活性化に貢献できるから
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＜ ｢今後行きたくない｣ と答えた方の主な意見＞

・伝統産業に興味がないから

・イベント内容に魅力を感じないから

・イベント内容に変化がないから

・休みの日のイベントが多く参加できないから

(イ) 京都伝統産業振興ふれあい館

＜ ｢今後行きたい｣ と答えた方の主な意見＞

・伝統産業に興味があるから

・実際に製作体験ができるから

・伝統産業に実際に触れ, 職人の技を見ることができるから

・伝統産業について理解を深めたいから

・立地がよいから

・イベントが多彩だから

・京都外の人に, 京都の伝統産業の魅力を伝えるのにちょうどよいから

・京都市民として伝統産業の活性化に貢献できるから

・知人の評判が良かったから

＜ ｢今後行きたくない｣ と答えた方の主な意見＞

・伝統産業に興味がないから

・内容に魅力を感じないから

・内容に変化がないから

・雰囲気が暗く入りにくいから

・立地がよくないから

(ウ) 四条京町家

＜ ｢今後行きたい｣ と答えた方の主な意見＞

・町家に興味があるから

・落ち着いた, 京都らしい雰囲気があるから

・懐かしさを感じるから

・昔の生活を知りたいから

・立地が良いから

・京都外の人に, 京都の伝統産業の魅力を伝えるのにちょうどよいから

・京都市民として伝統産業の活性化に貢献できるから

・知人の評判が良かったから ���



＜ ｢今後行きたくない｣ と答えた方の主な意見＞

・伝統産業に興味がないから

・身近に町家があるので改めて見に行く気がしないから

・魅力が感じられないから

・敷居が高く入りにくいから

・立地がよくないから

12 今後, 京都市が取り組むべきこと

後継者の育成 ６３. ０％

伝統産業に関する情報発信の充実 ５４. ０％

観光との連携 ４２. ６％

専門的かつ高度な技術の保存 ４２. ４％

伝統産業振興拠点 (ふれあい館, 四条京町家等) の活用・充実 ３６. ８％

学校や生涯学習施設における教育の充実 ３４. ６％

地域との連携 ３１. ３％

文化との連携 ３０. ７％

新商品開発など新たな取組への支援の充実 ２７. ０％

大学・研究機関等との連携 １８. ４％

→ ｢後継者の育成｣ が６割以上
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