
1. 活動拠点・交通手段について

　　活動拠点・交通手段について

2. 会場・ステージについて

平均 市民 勾当台 元鍛治 泉 旭ヶ丘

4.59 4.67 2.97 3.82 4.03

ぺデ 長町 若林 荒井 定禅寺

3.00 3.91 2.18 2.46 3.75

1) 各会場の満足度はいかがでしたか。

　　演舞なし(0)、満足(5)、やや満足(4)、普通(3)、やや不満(2)、不満(1)

第19回みちのくYOSAKOIまつり

チームアンケート集計結果

より良いまつりをつくっていくことを目的として、チームの方を対象にアンケートを実施いたしました。

ご協力いただいたチームの方々に感謝申し上げます。

会場名一覧：市民広場、勾当台公園、元鍛冶丁公園、泉区民広場、地下鉄旭ヶ丘駅前、

JR仙台駅西口ペデストリアンデッキ、JR長町駅西口広場、若林区役所駐車場、荒井東市営住宅、定禅寺通パレード

3) 会場間の移動手段は何でしたか。

　　※複数回答可

2) 仙台までの交通手段は何でしたか。

　　※複数回答可

貸切バス

31%

自家用車

25%

新幹線

17%

高速バス

8%

航空機

3%

その他

16%

地下鉄

77%

路線バス

9%

その他

14%

・一日乗車券について、知らなかった。もっと広報に力を入れてほしい

・コンテスト会場が最寄駅から遠い

・会場間が遠く、移動が大変だった

・若林の会場は定禅寺通りからバス1本の方が便利だったため、そういった配慮が欲しかった

・路線バスをチームが占領していたため、苦情の恐れがあると感じた

・新しい会場が審査会場になった理由が知りたい

・地下鉄移動や駐車券をもらえていたことがよかった

1 / 10



2) 会場数はいかがでしたか(19回は10会場)。

　　会場・ステージについて

3) ステージの

　 踊りやすさはいかがでしたか。

多い

32%

ちょうど良い

34%

少ない

34%
良い

20%

やや良い

35%

普通

41%

やや悪い

2%

悪い

2%

○元鍛冶丁公園

・演舞会場としては不向きではないだろうか。

・観客が少なくてノリづらかった。

・出入り等が狭くて、暗かった。

・一般の方が見に行きづらい会場だった。

○荒井東市営住宅

・旗の場所が水浸しで大変だった。

・お客様に対して斜めだった。

・雨のために集会場の中で待たせていただいた時、接待の方たちにとても良くしてもらった。

・雨のせいもあり、すべって踊りにくかったし、枠が分かりにくかった。

○長町会場

・踊りやすかった。

・デコボコで踊りづらかった。

○仙台駅

・少人数のチーム限定にしてほしい。

・沢山の人に見てもらえるが、狭すぎて大変だった。

・観客が少なくて、ノリづらかった。

・狭くて、旗もできなかった。

・観客席と待機場所は、あれで大丈夫なのだろうか。

○若林区役所

・観客が少なくてとても悲しかった。

・審査会場は動員が見込める会場で行ってほしい。

・駅から遠いのと次の会場への移動に時間がかかり非常にスケジュールがタイトだったので改善してほしい。

・PR不足だと思う。

○勾当台公園

・ステージになっていて踊りやすかった。

・ステージ及び照明が良かった。

○市民広場
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3. パレードについて

2) 地方車・音響はいかがでしたか。1) パレードの演舞回数と距離はいかがでしたか。

　 ・回数を増やしてほしい(60m×4回)

　 ・ちょうどよい(80m×3回)

　 ・距離を長くしてほしい(120m×2回)

○市民広場

・ステージに上がるスロープが滑って危険だと感じた。

・待機場所が1回目の演舞で言われたところと、ファイナル演舞で言われたところが違っていて戸惑った。

・桟敷席の再検討が必要だと感じた。

○旭ヶ丘

・ステージの向きは、これが良いと思う。

○その他

・各区毎に検討して頂くと会場数は増える気がする。

・他の会場もステージを作れると良いと思う。

・住宅地等のステージは不適当であると思う。

・どの会場までも前と後の中心をはっきりしてほしい。

・室内会場が1か所あるといいのではないだろうか。

・きちんと12m幅分つけてほしい。

・会場は多かった、地下鉄の駅から近いのが良いと思う。

・会場は人が集まる工夫が必要だと思う。

・時短の為にもわかりやすいＧｏをしてほしかった。

・朝の開始時間を遅く、総踊りを減らして演舞の回数を増やしてほしい。

・踊りやすい所と、踊りにくい所の差があると思う。

センターマークの他にも目安となるマークをつけてもらって良かったが、剥がれてしまっていた。

60m×4回

7%

80m×3回

73%

120m×2回

20% 良い

19%

やや良い

19%

普通

37%

やや悪い

25%

悪い

0%
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　　パレードについて

4. シャトルバスについて

1) 荒井会場と荒井駅を往復するシャトルバスを利用しましたか。

2) 利用しなかった理由は何ですか。

3)シャトルバスについてのご意見・感想等

・タイムスケジュールに無理があったように思う

・インターバルが短かった

・有料はどうかと思う

・地方車が遅い

・音量が小さかったのでもう少し調整してほしい

・2，3回目の口上は無くてもいいと思う

・高知のように流し踊り、ラスト踊り抜けがいいと思う

・音源変更に対応してもらい、ありがたかった

・人が乗車次第発車するシステムがいいと思う（時刻で動いていたため）

・乗り場案内や誘導をしっかりしてほしい

・時刻発表をもっと早くしてほしい

・台数をもっと増やすべき

・バスはもうすこし大型のものがよかった

・一般の方も乗れるようにした方がいいと思う

・そもそもシャトルバスを出さないですむ範囲の会場にすべき

・雨天での運行だったが予定通り利用できてよかった

・貸し切りバスを用意していたため

・シャトルバスが満車だったため

・自チームの演舞時間に合うバスが無かったため

・時間・場所を知らなったため

・演舞順が先の他チームに遠慮して

利用した

26%

利用していない

31%

行っていない

43%
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5. まつり当日について

1) 1日の演舞回数は何回がいいですか。 2) 演舞間の空き時間はいかがですか。

　　まつり当日について

4) 総踊りのリードチームについてどう思われますか。3) 音源の再生方法は何がいいですか。

2回以下

0% 3回

12%

4回

67%

5回

17%

6回以上

4% 短い

25%

やや短い

17%

ちょうど良い

46%

やや長い

8%

長い

4%

事前提出

55%

当日持参

39%

その他

6%
良い

25%

やや良い

8%
普通

33%
やや悪い

8%

悪い

2%

わからない

24%

・リードチームを決めたのは良かったと思いますが、他のチームが入りにくい雰囲気があったと思う。事前に練

習していたようで踊りもアレンジをしており一緒に踊っていてもちょっと疎外感を感じることがあった。

・会場を盛り上げる意識で皆さん頑張っていたと思う。

・時々が、学生チームのノリについていけない踊り子、お客さんがいた。また、県外チームの総踊りは見ている

人も新しい感じで好評だった。

・タイムスケジュールはもっときちんと組んでほしい。

・総踊りのリードチームはなくていいと思う。

・リードチームを他のチームにも知らせておいてほしい。

・総踊り講習会をしてといったがなかった。この辺りできちんとした元の総踊りに戻した方が良いと思う。

・2日目のスケジュールがハードで走りながらの移動だった。

・各会場間の移動距離を考えると演舞回数は少なくせざるを得ないのかと思った。

・市民会場でのみ音が途中で途切れてしまい、とても悔しかった。

・事前に提出した音源を各会場でも使用できると当日は楽である。

・東西線ができて、会場数が増えたのは良いが乗り換えが大変だった。

・泉会場ではリードチームがいなくて困った。

・音源について、音源の音飛びの原因が分からないと言われたので、データの破損もあると思うが、当日の演舞

前に確認させてもらえると安心。

・時間を繰り上げようとしていたが、観客に予定を出しているのだから早めるのは絶対にやめてほしい。

・公平にということでくじ引きにしてくれたのだと思うが、普通演舞と審査はセットで組んだ方が良いと思う。

・リードチームに記入していなかったが、リードチームにされていた。
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6. コンテストについて

理由

2) 審査・採点基準についてどう思われますか。

コンテストについて

1) コンテスト全体を通しての満足度はいかがですか

　　※参加チームのみ

満足

25%

やや満足

12%普通

25%

やや不満

25%

不満

13%

満足

17%

やや満足

11%

普通

やや不満

5%

不満

0%

・参加できるほど大きなチームではないため。

・受賞することが目的ないため。

・演舞時間のオーバーで結構減点が大きいため。

・みちよさの審査の好みと私達のコンセプトが違うため。

・レベルの高いチームが参加しているし、審査もそういった

チームを期待していると思うから。

・ブロック3位チームも一次審査賞のように評価してほしい。

・復活ステージにも賞をつけてほしい。

・楽しむことが目的であり、競うつもりがないため。ｌ

・ファイナル結果の詳細のHPアップが遅い。

・計測方法に疑問。

・みちよさとしてどのような判断を大切にして、基準にするの

か、雰囲気、地域性を知りたい。

・連絡が難しい。

・雨をしのいで待機できる場所がなかった。

・料金のわりに踊る場所が悪い。

・来年コンテストへの申込をしたい。

・同じ会場、同じ審査員でできないか。

・100人単位、若い人も年を取った人も一緒の審査は結構きつい。

・同じようなチームが残っている。

・鳴子の聞こえないチームが多かった気がする。

・点数の公開はとても素晴らしい。

・各地域の地域性も評価してほしい。

・ファイナルの桟敷席、お客さんの入れ替えが済んでないのにファイナル開始されたことは残念。

・コンテストの際、審査員の前に客を入れないようにするのはやめるべき。

・審査員はよさこいやダンス、舞台に通ずる人にしてほしい。

・東西線の会場を予選で使うことにより、地域に密着したまつりアピールが出来ていると感じた。

・東北で様々なチームが一同に集まるコンテストとして盛り上がり、各チームまつりを楽しんでいた。

・審査委員については改善しようと努力しているのを感じる。

・審査員が少なすぎるし、しっかり見ていなさすぎる。

・点数がすぐ出ないのが残念である。
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7. 実行委員とのやり取りについて

1) 実行委員との連絡手段は何が一番便利ですか。

　　まつり前の実行委員とのやり取りについて

電話

33%

メール

37%

FAX
16%

その他

14%

○良かった点

・親切、丁寧に対応してくれた

・チームへの気遣いがありがたかった

・郵送や電話での対応がやりやすくて良かった

（メールやFAXは時間がかかる）

○ご指摘いただいた点

・昨年より対応が悪かった

・一部不愉快な思いをした

・対応が遅い

・情報が統一されていない

・実行委員内での情報共有をしっかりしてほしい

・連絡の手段が統一されていなかった

・必要最低限の連絡手段にしてほしい

・どんな手段でも時間内であれば対応できるようにしてほしい

・形に残るメールでのやり取りがいい（データ、提出物など）

・郵便かFAXでの対応がいい

・ホームページの更新が遅い

・重要な情報はホームページに載せた後、SNSだけでなく直接連絡した方がいいと思う

・参加チーム代表の問い合わせ専用のパスワード付きBBSをつくり、対応してはどうか

・SNSやホームページをもっと活用してほしい

・詳細やスケジュール等、もう少し早く調整、連絡してほしい
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3) 当日の実行委員及びボランティアの対応はいかがでしたか。

理由

良い

41%

やや良い

20%

普通

31%

やや悪い

2%

悪い

6%

・皆頑張っていた。

・率先して動いている人がたくさんいた。

・誠実に仕事をしていた。

・事前に提出したチーム紹介文すらまともに読めず、笑ってごまかしていた。上から目線で命令口調の受付係が

いた。

・とてもよくしてもらった。

・一生懸命に持ち場の担当をしていた。

・説明できるスタッフ、ボランティアを配置してほしい。

・熱心な会場運営で非常に好感が持てた。桟敷席をきれいに拭いてくれていた。

・連絡したことについて責任もって対処してほしかった。

・市民会場での音飛びについて、音源を原因とされてしまった。

・待機案内と入場はもう少し積極的にやってくれるといいと思った。

・とても優しくしていただき、心が温まった。若い人だったが、その対応ぶりに感動した。

・段取りが出来ていない。

・対応が悪い。

・挨拶とか案内が良くできていた。

・まつりを盛り上げようとしていることが感じた。

・出番までの誘導の人が各ポイントにいて声掛けをしてほしかった。

・挨拶をする人としない人がいる。

・スタッフ間で連絡が行き届いていないと感じた。

・運営がまわっていない気がする。

・笑顔で親切である。

・旭ヶ丘会場等で誘導が足りないと感じた。

・何の心配もなく踊りや移動が出来ました。

・人数不足かと感じたが、その中でも頑張っていた。

・お金を払っているのだから給水くらい出すべきではないか。
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8. その他

　　まつり全体を通して

2) まつり前に苦労されたことは何ですか。

1) 演舞スケジュールの事前公開についてどう思われますか。

　　※今年は公開しておりません

公開してほしい

91%

公開してほしくない

9%

※ご意見のみ掲載させていただきます。

また、前の回答と重なる点もいくつかあります。 ご了承ください。

○スケジュールについて

・スケジュール抽選は無謀だと思う

・タイムスケジュールのずれが目立った

・時間の余裕がなかった→タイムスケジュールをもっと工夫すべき

・土曜のみの参加で、雨の中の演舞になってしまったこと

・ステージの広さがわからなかったこと。サイトで載せてほしい

・タイムテーブルがずれていたこと

・新しい会場が増えたことによる、2日間のチームの行程を考えること

・前チームの順番がわからなくて、待機の時に困ったこと

・荷物を置くスペースが各会場になかったこと。用意してほしい

・会場（ステージ）の広さがバラバラで、そこの会場にあった構成を考えること

・若林区役所と荒井西住宅の現地確認に行った事

・まつり前までの書類ややり方などが変わったこと

・個人的に、アンケートA4を4枚は負担感が大きい。質問を絞り項目だけ挙げて自由記述でもいいのでは

・マイクロバスなどの駐車場確保

・チームの都合確認で参加可能日や時間帯を聞いているのにくじで時間が決まることに多くのチームから不満が

出ていた

・今年選曲した音にあった衣装や髪飾り、小物を選定するのに時間がかかったこと

・メンバー集め、練習場所の確保

・実行委員とのやり取り（自前に連絡していたのに、情報共有がされてなかった）
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・事前にタイムスケジュールをUPしてほしい

・始まる時間が早い

・会場も演舞数も多い

・夕方～夜にかけての時間帯の枠を増やしてほしい

・スケジュールの抽選は平等でわかりやすかった

○演舞について

・メイン会場で踊りたかった、なぜ踊れないのか

・少人数チームも出演しやすいようにしてほしい

（エントリーが10名以上というのを変えてほしい）

・難しいと分かっているが、市民と勾当台どちらでも踊りたい

・地元チームはメイン会場で優先的に踊れるようにしてもいいのではないか

・ペデストリアンデッキの会場は少人数チームのみ参加にしてはどうか

・1チーム6分刻みは時間がかかる

○コンテストについて

・審査採点結果をもっと早くホームページにUPしてほしい

・コンテストは無くてもいいのでは

・もっと気軽にコンテストに参加できて、楽しめるようにしてほしい

・コンテスト会場の観客が少なかった。この2会場はなしがいいのでは

○その他

・写真撮影について連絡してほしかった

・ホームページ、SNSの更新が少なく、情報が少ない

・ホームページやSNSの更新が以前より早くなっていた

・ホームページの更新について誤りが多かった

・ガイドブックをもっと早く販売してほしい

・ガイドブックに屋台マップや割引券などをつけてほしい

・人の整理をもっとしてほしい

・シャトルバスが不便だった

・桟敷席は満席にしてほしい

・観客にもマナーを大切にしてほしい

・関東エリアでも説明会をしたらチーム数が増えるのではないか

・東西線を無理に使うのはやめてほしい

・東西線会場を増やしてほしい

・着替え場所が欲しかった

・勾当台の像の前にある資材にごみを捨てている人がいたため、ビニールシートなどでカバーした方がいいと思

う

・雨の中での待機をどうにかしてほしい

・参加費が高い

・総踊りが多くてよかった

・MCで紹介文を読めない人がいて残念だった

・他のイベントやまつりとコラボしてみてはどうか

10 / 10


