
◆アンケート期間・方法
①丸広百貨店前にて声掛け（紙によるアンケート）

　 令和３年１０月２３日（土）　

②チラシ配布及び関係者への回答依頼
  （LoGoフォームによるアンケート ※希望者のみ紙で回答） 　

チラシ配布場所： 市内公共施設、市役所市民課等の窓口
回答依頼先： 令和元年度出店団体、出演団体

　 令和３年度実行委員会委員

　 令和３年１１月１５日（月）～令和３年１２月１２日（日）

◆回答件数
　合計　７８０件

入間万燈まつりアンケート

集計結果



来場したい 421 来場したい 362

来場したくない 358 来場したくない 416

合計 779 合計 778

来場したい 413 来場したい 424

来場したくない 365 来場したくない 353

合計 778 合計 777

来場したい 462 来場したい 491

来場したくない 316 来場したくない 285

合計 778 合計 776

入間万燈まつりアンケート集計結果

Q2　会場内での飲食制限
例）食品は持ち帰って食べる、酒類の提供なし　など

Q1　入場制限
例）予約が必要、入場に待ち時間がある、ワクチンパス
ポートの提示が必要　など

Q４　会場の場所変更
例）入間市駅～丸広周辺、武蔵藤沢駅周辺　など

Q3　滞在時間の制限
例）滞在時間を一人２時間に限定する　など

Q６　イベントの縮小
例）ステージやイベント（入間行列など）を縮小する　など

Q５　会場の縮小
例）彩の森公園のみ、けやき通りなし　など
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〔質問〕

新型コロナウイルスの状況が、来年も今年（令和３年）１１月上旬のように、感染者数は減少しているものの、完全に無くなってはいない

状況であると仮定して、下記の制限についてご意見をお聞かせください。

仮に、以下の制限があった場合でも、万燈まつりに来場したいと思いますか？（来場したい／来場したくない）



来場したい 447

来場したくない 203

合計 650

年齢 地区

１０代以下 6 豊岡 330

１０代 29 東金子 58

２０代 69 金子 50

３０代 104 宮寺・二本木 37

４０代 129 藤沢 156

５０代 124 西武 77

６０代 143 市外 39

７０代 120

８０代以上 22

Q７　まつり開催日数を２日間から１日に変更
※丸広百貨店前でのアンケートではこの質問はありません。
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1
頑張って実施しなくても、安全に出来るのが一番だと思う。ワクチン受けられない
人がいるのが一番心配。

2 友達と一緒に来ても安心できる祭りだったら来たい。

3
お囃子をやっている友達がいるので、お囃子を見ることができる環境を整えてもら
いたい。

4 屋外のイベント中心に見に行っているのでやってほしい。

5 おけさ柿や他のブースの商品を買うのを楽しみにしています。

6 おけさ柿を続けてほしい。人数制限は必要だと思います。

7 おけさ柿の販売楽しみ。毎年来ていました。

8 制限あっても開催していただきたい。

9 花火をぜひ打ち上げてほしい。

10 例年通り実行してほしい。

11 いつも楽しみにしています。万燈まつりを楽しみにしています。

12 佐渡の物を買いに。

13
来年のコロナの状況によるが、入場制限、ワクチンパスポートなど必要なく入場で
きれば最高と思います。

14

入場制限で事前に予約等が必要となる場合、事前に誰でも確認できるようにしてほ
しい。当日、行ってからでないと分からないということは、ないようにしてほし
い。

15 毎年の楽しみがなくなり、とても残念に思います。

16 いつも楽しみにしています。コロナが収まればよいのに。

17 少し縮小しても良い。ゴミもたくさん出ます。少しでも少なくしたい。

18 万燈まつりは毎年役員として参加しているので、無くてさみしかった。

19 毎年楽しみにしているので、是非開催してほしい。（多数）

20 例年どおり実行してほしい。

21 場所変更はしてほしくない。

22
色々と大変な時期ですが、またコロナ前のようにお祭りができる日を楽しみにして
います。

23 どんな形でも続けてほしい。

24 なるべくいつもどおりが良い。

25 人流制限のために会場を複数作るのも一案。

26
今年の成人式は予定通りの式で市長の判断はありがたかった。試行錯誤で行ってい
ただけると市民は嬉しいと思う。参加の判断は各々の責任で良いのでは。

入間万燈まつりについて何かご意見等ございましたら、ご自由にご記入ください。



27 市民の交流の場として今後も続けてほしい。

28
縮小しても地元の小中学生の出し物やおみこしなどは続けてあげてほしい。会場が
ばらけたりしても、一体感があると、今までよりも楽しくなると思う。

29
とても楽しみなイベントだったが、制限が多くなれば外出は控えたい。来年は平常
に戻るといいですね。

30 来年こそ、若干の制限下でも是非開催してください。

31 コロナを気にせず楽しめるようなまつりがいい。

32

入間の象徴のおまつりなので是非開催してほしいです。私は入間に住んでいます
が、地元を離れた人はこのおまつりに参加したくて帰省する人もいます。開催する
には例年以上に手間や人員も必用になり大変かと思いますが、どんな形でも開催し
ていただけたら嬉しいです。

33
３～４年前から、けやき通りの提灯の「万燈まつり」の札がなくなっているのが目
立つのが残念。万燈まつりが大好きな方にカンパをお願いしたらいかがでしょう。

34 現地で柿を買いたい。

35

入間万燈まつりは継続してもらいたいが、今後、人口が減少し高齢化が進むと、ま
つりの担い手不足が深刻な課題となることが予想されるが、市役所はどのよう解決
していくつもりなのか？また、まつりの経済効果はどれくらいなのか、平成２７年
度～令和元年度までの数値を示してもらいたい。

36

コロナの影響で、いろいろなものが中止となりました。中止する勇気、続ける勇
気、大切ですね。どちらにしても市民を大事にしてくださった結果だと思い支持し
たいと思います。

37
市民が元気になるよう、あまり制限せず、マスクととパスポートのみで実施してほ
しい。

38 特に必要は感じない。地域の祭りを尊重するべきだと思います。

39 規模が小さくても、あったらいいな。

40 不安に思いながら、参加したくないです。

41 ぜひ、来年度は実施できることを願っています。

42 例年通りに出来ることを願います。

43
比留間にとって貴重なお祭りなので参加したいと思いつつ、心配しながらの参加は
どうなのかな。

44 今まで続いてきた市民の楽しみです。なんか工夫して開催出来ればと思います。

45 彩の森での国際色豊かな「食のイベント」のコーナー大好きです。

46
もう少し文化的な形を追求したイベントに。現在は歩いて食べるだけ。面白くな
い。

47 来る人を地区ごとに決めたらどうかな。午前とか午後とか。

48

コストの抑制を持ち出して、開催日数を１日に縮小するという考えでなく、民間の
活力を導入して、コロナ後の新しい入間万燈まつりに生まれ変わるように、知恵を
絞ってください。会場も産業文化センター周辺から武蔵藤沢駅周辺に変更してみて
はいかがでしょうか。東京からも多くの人を呼べる活気のあるまちづくりになるよ
う努力してください。

49 入間市のまつりなので、内容を変更しても、やったほうがいいと思います。

50 楽しみは、あったほうが良い。



51 制限、縮小は仕方ないと思います。

52
１日でも良いと思いますが、出店者の減少などが予想され規模が小さくなることは
避けたい。

53 万燈まつりは入間市繁栄のためにも必要なもの！

54 まつりの雰囲気を感じると日常生活が戻ってきた嬉しさを感じると思います。

55 皆発表の場を求めています！制限があったとしても必ずや実施してほしいです！！

56 ぜひやってほしいです。

57

人が集まってこその「祭り」と思います。が、コロナ禍で人が集まることは避けた
い。でも、祭りの音がいつまでもないのは淋しい。縮小して祭り文化を続けていき
たい。文化継目的のイベントとして開催してほしい。露店での飲食物販売はこわ
い。

58
万燈まつりないのは寂しいので、会場を縮小、出店舗縮小して１日でも開催して欲
しいです。

59 入間独自のお祭りだと思うので以前のような活気あるお祭りに早く戻ってほしい

60 実施してほしい

61

市は財政難➡２年休んでこの予算は何に使われましたか？
　　　　　　市庁舎建て替えのために何でもお金を削るのですか？
　　　　　　議員数の人数を減＝議員報酬を下げた分入間の特色に生かすべきです

62

私はアトラクション等前準備に時間や費用が必要なことで参加してきたので縮小し
たらやらないし、いきません。見に行く人だけと盛り上げてきた人では違います。
近隣市のお祭りを見に行きます。コロナの制といっていますが、本当は市の財政だ
と聞いています。市役所がきれいになっても市民に関係ありません。所沢市役所は
きれい。川越市役所は古いですよ。

63
おまつりは安心して楽しみたい。コロナが落ち着くまでは、又は薬ができるまでは
我慢しましょう。

64

せっかく盛り上がってきた入間の名物お祭りを小さくする意味がない。市役所建て
替えに莫大な費用をかける必要はない。アンケートはコロナと位置付けているが本
当は財政？なんでそんなに財政難なのか説明が必要。それとも職員のやる気がない
のか。

65

市内地区のお祭りでもない、万燈まつりが面白くないし、準備して参加しているの
でいきたくありません。お金がなくてもファンゴマッシェで楽しむようにできるア
イデアでいきましょう。観光としても入間が有名になれば人は入間を見直し住民が
増えます。少子高齢でも入間はよいです。良ければ人は住みたくなります。何がよ
いか都心から近いし、自然もあります。アピールが大事。他市の真似ばかりが良い
とは思いません。

66 あと１年待って通年同様の「まつり」にしましょう。

67 気晴らしになるので行ってみたい

68 孫と一緒に楽しみたい

69

入間万燈まつりは継続してもらいたいが、今後、人口が減少し高齢化が進むとまつ
りの担い手不足が深刻な課題となることが予想されるが、市役所はどのように解決
していくつもりなのか？また、まつりの経済効果はどのくらいなのか、平成２７年
度～令和元年度までの数値を示してもらいたい

70 地域活性化のため実施してほしい

71 他のフェスティバルか町内まつりが行われるなら、特に必要性は感じない

72 毎年とても楽しみにしています。ありがとうございます



73 毎年楽しみにしておりました。２年続けての中止は残念でした。

74

今は大学生なので、万燈まつりに行く機会が減ってしまいましたが、小さい頃は非
常に楽しみにしていたイベントだったので「楽しいお祭り」というイメージはなる
べく保ったまま開催してほしいです。

75 今まで通り継続を希望します。

76 三密をさける状況は難しい

77 飲食なしの販売のみにしていただきたい。

78 いつも通りで、まつりをして下さい。

79 駐車場がないので数年間行っていません。

80 伝統を守るべき。

81
コロナ禍が続くと思っている。オミクロン株の広がりが気になっている。薬も出
回っていない。市の財政は大事です。開催は一日で充分だと思います。

82

各制限等をしても、コロナの感染拡大予防にはならない。コロナの感染者は少なく
なっていますが、今はまだコロナ対策をとることが重要な時ですので、まだ万燈ま
つりをやるのは早い。中止が良い。飲食を制限したら、出店する店も少なくなり、
寂しいものになってします。

83 彩の森公園のみで開催することを希望します。

84
世代交代で継続する必要があると思います。基本持ち帰りなど、出来る範囲での縮
小で来場したいです。

85

入間市勤務ですが、仕事の関係で土日のまつりには行けません。感染者数も再び増
えてきましたし、入間市内で、これ以上蔓延しないように、市民の健康ファースト
で来年も中止を。関係者の英断を望みます。

86 入間市の文化ですので、今まで通りでいかがでしょうか。

87 １年の楽しみでした。再開して欲しいです。

88 このまつりは入間の誇り。続けて欲しいと思っています。

89 実施してほしい

90
焼きそば食べたい、みかんあめ食べたい、フリフリポテト食べたい、
おもちゃほしい、くじがしたい

91
各団体（囃子蓮など）小さな町はこのまつりでやりたいと思う。
継続は一番大事だが、まつりとして魅力は必要！

92 中止する

93

辛い時苦しい時ほど祭りは必要です。
感染症だから避ける気持ちは解ります。
それでも昔から私達日本人は神に祈り
御神楽を踊り皆の力を合わせる事で
苦しい時期を乗り越えてきました。

もし来年も中止になれば3年連続です。
私のような高齢者にはたかが3年ですが
中学生や高校生にとっては在学中丸々無い事になってしまう。
皆で力を合わせて成し遂げた事は思い出になります。



94

○1日だけにしてしまうと人が大混雑しそう。
それなら、時間を短縮して2日間の方が良いのでは
○飲食制限をしたところで守る人は少なそう。
それなら、いっそのこと飲食店を無しに入り口で持ち物チェックすれば良いと思
う。

95

※祭りが何の目的なのかわかりません※

経済の活性化なら、違った形で予算を使って欲しいです。どの産業も平均的に。

来年も飲食店でのパネルや、スーパーなどで距離を置いて並ぶなどの三密を避ける
ことも変わらないだろと思います。

学校行事に親御さんが参加できないのも今後もかわらないかもしれません。

大きな矛盾を感じるし、コロナの収束しない世の中からの現実逃避の空間となりそ
うです。
必ずハメを外す人がでて、それを警備する人も出動です。
コロナが怖くて、開催反対なのに、お祭りをやることで運営に関わる人が気の毒だ
と思います。

会社はリモート、学校はウェブで授業。世の中変わりました。
お祭りをやることも考え直して欲しいです。新しい発想で考えて欲しいです。

お祭りを続けたい気持ちもありますが、死に直面するかもしれない病です。後遺症
も残る病です。
市民の命ファーストで冷静に考えてほしいです。

次の感染拡大がきた時にまたこのアンケートをして頂きたいです。
本当に収束して、安心できる時で良いのではないでしょうか。

96

1. 万燈まつりの影響で、10月の産文センターが予約しづらく困っています。

私は数年前から入間市産業文化センターにて、月二回、お稽古事の講座を開催して
います。
今年10月分の同センター施設予約の抽選会は、本抽選1番を引いたにも関わらず、
万燈まつりに預め半月にわたり押さえられ、希望日が取れませんでした。

後に当まつりは中止となりましたが、市民は抽選会で予約した場合、ルール上きほ
ん、取り消しも難しいです。
このままだともうすぐ行われる来年10月分の同センター予約抽選会も不安しかあ
りません。

中央公民館閉鎖等、事情多々あるかと思いますが、当まつりの影響で、
こちらの地域・経済活動に支障が出ていること、ご承知ください。

2. 近隣住人として
私はまつり開催場所付近の住人でもありますが、航空祭よろしく、万燈まつりの二
日間は、
人が多くて家を出るのも一苦労、自宅にいても外が騒がしく、安らぎません。
この二年はまつりが開催されなかったので、自宅にて平和に過ごせました。

3. 地域活動は「日常」の中に
メガイベントはSDGsや環境問題の観点からみても、時代の流れに逆行していると
思います。
万燈まつりの来場者は普段、地域社会に根差してない人が大半なのではないでしょ
うか。
今後は質の高い地域社会を目指して、まずは市民が恒常的に地域活動に参加できる
やり方を、ご指導ご教授くださいますようお願いいたします。



97

１日目、各地区で各地区の事情に合わせて、出来る範囲の事（多少の補助金は必
要）をやったり、やりたくない地区はやらなかったりと、各地区や団体に任せる。
予算削減の為に、警備も、各地区に数人を渡す程度で、基本的に各地区の責任で各
地所定。
ダンス、市民文化、音楽発表等のステージイベントは、ステージを作らず、産文や
市民会館のステージを使って、予算削減。

２日目、彩の森又は丸広周辺で市民朝市程度の模擬店を開催。範囲を広げない事に
より、警備等の予算削減。駐車場代、場所代、準備手数料、電気代、産業廃棄物ゴ
ミ代等もキチンと取って不公平感を無くすとともに、財源を確保。
イベントの時間帯を分ける事により、密集人員の緩和、統一感の製成。

午前は、神輿、創作太鼓等
午後は、山車、お囃子の集結、ひっかわせ
例年の時間に終了

98

①毎年、菜の森公園の一坪市に参加して祭りを盛り上げているつもりでおります。
②大勢の人混みで、新型コロナウイルスに感染が、起るかも知れない事が、考えら
れる様でしたら、残念ですが、もう一年間延期すべきと考えます。
③現在、日本では、新型コロナウイルス感染が、少なくなっていますが、他国で
は、感染が増加している国もあるようですので、慎重に判断すべきと思います。

99
２日間を１日で行ってしまうとなると??来場者が殺到すると思います。なので、
２日に分けて行った方が来場者が、分散され、感染率も低くなると思います。

100

２年連続なくて青春が無くなった
どーゆう形でもいいから開催してほしい
ワクチンパスポートがないとだめというのは良くないと思う

101

3回目のワクチン接種で市役所の職員の皆さんも忙しい中で、さらにお祭りでお仕
事が増えるということであれば、わざわざ開催しなくても良いのかなと思う。
人が集まる山車やステージ演出は中止にして、出店や体験型イベントぐらいにして
はどうか。

102 PTAのブースは無しで良いと思います。

103

あまり大掛かりではなく、太鼓セッション程度の規模でも良いのでは、と思いま
す。ただ、小中学校のPTAや後援会、各種団体など、お祭りでの収入を団体運営費
に充てているところもあるので、救済できたら…という気持ちもあります。でも、
コロナの終息が見込めない状態ではかなりのリスクを感じるため、人数制限など密
を作らない工夫は必要だと思います。
入間で長年続いているお祭りですので、大切に継承していけたら、と願っていま
す。

104
アンケートの内容が、中止する裏付けのためと伺えます。大勢の市民が万灯祭りの
開催を楽しみにしているとおもいますが！

105

いつもお世話になっております、出展側です。入間市にもお祭りも消えて2～3年
経ちます、制限をかけても祭りが出来るならと思います、マスクの着用やアルコー
ルの消毒など対策を講じれば???しかし、一人の考え方だけではいかないので、皆
様で知恵を絞り出して、入間市の発展のためにも、頑張って下さい。それと、裏方
では、入間行列をしるにも待ち時間が多く減らして頂ければ幸いです。よろしくお
願い致します。

106 いつも楽しみにしています。アンケートもありがとうございます。

107 お祭りなくなっちゃって悲しいのでお祭りの雰囲気味わいたいです?

108 お祭りの雰囲気が好きです！楽しみにしています！ただそれだけです！

109

お祭りは、伝統を繋いでいく、引き継いでいく物であると思います。祭典委員を始
め、各関係者たちの想いや未来を担う子供たちの頑張りを披露出来る場所をなくさ
ないで欲しい。しかし、このご時世なので中止という判断は間違っていなかったと
思いますが、中途半端に規模を縮小して開催するくらいなら中止のほうがいいで
す。
また入間の代表的なお祭りの「入間市万燈まつり」が開催されるのを楽しみにして
います。

110

お祭りを待ち望んでいる人は居ると思うので、規模や日数を縮小すると人が殺到す
る可能性もあると思う。日数を3～5日にして時間を19時までとかにすればある程
度分散出来ると思う。



111
かつての規模には戻ることができないと思います。
理念はそのままで、新しい形を創り上げることを願います。

112

コロナが完全に終息してからやるべき??
祭で金儲けをする人達の利益は考慮すべきではない??コロナで死ぬ人を１人も出
してはならない?金がなくて自殺する人は、コロナと関係なく自殺する??そのよう
な人たちには、公的機関が救いの手をさしのべれば良い??

113

コロナが完全に無くなるのは難しいと思うし、高年齢や体調を崩してる方で祭り好
きな人には何年後が来ないかも知れないと思うと、状況を考慮してルールを作り開
催して欲しいと思います。

114
コロナが終息したとしても、2日間ではなく1日のみの開催にして、時間を午前中
から夜9時まで、とかにしてはいかがでしょうか。

115 コロナが終息するまで行わない方が良いと思います。

116 コロナで2年開催されず、来年開催できたら、是非花火を上げて欲しいです。

117

コロナの治療法が確立されるまでは、祭り開催しない方が良いと思う。
病院は常に空き病床が厳しい現状あり。
もう少し我慢。
祭り楽しみだったけど。。

118

コロナ禍の中、イベント開催に向けてご勘案下さりありがとうございます。
ワクチンパスポートについては、差別につながるのではと考えます。
個々に感染対策を徹底し、予約制、時間制限に賛成します。
規模の縮小については、密集につながると思うのでなるべくこれまで通りに開催出
来ればと考えます。
この二年間、子どもたちはひたすら我慢を強いられてきました。
来年こそは、子どもたちのためにこれまで通りとはいかなくても開催できることを
願っております。

119

コロナ禍の中で大きな祭を実施するのは、大きな困難を伴うと思います。しかし、
３年間実施しないとなかなか元には戻りにくくなるのも事実です。規模、参加団体
数等を大きく制限（半分程度）して、見学中心の内容として山車も飾る程度にし
て、アルコールなしで、テキヤのいない初期の「市民フェステバル」レベルにまで
縮小して、実施するのはいかがでしょうか？予算も大きく縮小できると思います。

120

コロナ前の開催は難しいと思いますが、1日でもいいので、開催できればありがた
いです。イベントも縮小されると思いますが、万燈まつりのイメージを崩さず開催
してほしいです。

121 しばらくは入間市民限定でいいと思う

122
しょぼい祭り
もうやらなくてよいのでは？

123

せっかく盛り上がってきたところでこんなことになってしまい本当に残念です。
焦って開催しても仕方ない気がします。
ゆっくり、市民の安心安全を考え今まで通り盛り上がったらいいですね。

124

それにしても座る場所が少なくて疲れる祭りです。ゆっくりできるスペース欲しい
です。彩の森ならレジャーシート持ちで行けるしありがたい。市役所からシャトル
バス出してもらえたら駐車場問題も解決。

125
テキヤ、飲食、バザーは余興で、引回しや行列は本来行事と思う。市内と友好団体
が活動展示するスペースか配布も必要と思う。

126
できるだけ　今まで通りの万頭まつりを希望します　所々縮小は仕様がないとも思
いますが　全く変貌してしまうことは望みません

127 トイレを増やしていただきたい

128 どうか来年こそ開催して欲しいです。

129

とにかく、毎年の楽しみだっただけに、
非常に悲しい。。。
条件付きでも開催して欲しい！

130
どのような制限をかけても100パーセント以上の安全とはならないと思う
来年度も開催は厳しい？

131
とりあえず、こういうまつりをやっても感染者が0だという、良いニュースになる
よう、主催者側も観客側も協力しあえるまつりにしてほしいですね。



132

なかなか、祭りが完全に戻ることはないと思いますが、なるべく以前のように戻っ
た万燈まつりを期待しています。例えば、食事もイートインスペースを作るなどし
て、食事禁止エリアとそうでないエリアを分けれたりするといいなと思います。
まだまだコロナが完全収束に向かうのは遠いと思いますが、その中で良いイベント
ができるように入間市全体が力を合わして万燈を盛り上げてほしいと思ってます。

133
なくても普通に過ごせてたのだから、特にやる必要はない。
開催して感染者が増える方が嫌だ。

134

ベビーカーは危ないのでやめて欲しい。足元が見えない中車輪にぶつかる事があ
る。
転倒したらケガをする。
ぶつかっても知らん顔しているし、混雑の中ベビーカーで来ることが常識はずれ。
迷惑すぎる。

135 マスク着用が条件で屋外でのイベントは行えると思います。

136

まだ入間市に移り住んで数年なのでお祭りには参加したことがないのですが、小規
模での開催にして、生配信などテレビやスマホで観られる機会があれば足を運ばな
くても雰囲気を楽しめると思います。まだまだ制限しなければならない生活が続き
そうなので企画など大変かと思いますが、人々の心が晴れやかになる機会が得られ
ることを願っています。

137

やっと定着していた万灯祭りコロナ禍での中止は仕方ないが普段会えない人と会え
たり色々な人とのコミュニケーションが出来る場所
2年間の中止を経て来年こそ開催できそうかなと思ってましたが
財政困難な状態なら規模を縮小するとか違う形を模索し、金のかからない祭りを考
えて見るのもありかな
市役所主導だからこそ余計金がかかるし、市民主導型にして祭り好きに委託するの
も手ではないですか
ただ何処の団体も年寄りばかりで若い人がいない現状です。
再考を期待します。

138 やはり、入間市には万燈まつりがないと寂しいですね。

139

やるなら今まで通り盛大にやって欲しい。
場所を変える等したら観客は減るだろう。
今まで培ったものがあるからどんどん盛大になってきているので、ネガティブな方
にやり方を変えると廃れてくるのではないか。

140

ワクチンパスポートなどを利用する場合、書面ではなく、ライブの電子チケットの
ように電子化させて入場をスムーズにした方が良いと思います。書面の場合、絶対
に落としものとして個人情報が流出する可能性が高いです。

141 ワクチンパスポートは絶対反対です

142
ワクチン接種の提示は絶対に嫌です！！ワクチン受けたくても受けられない人は
いっぱいいます！！そういう差別はして欲しくありません。

143

ワクチン接種済でも感染しないわけではない。祭はコロナが収束してから開催すれ
ば良い。祭で浮かれて気が緩む恐れもあるし、出店者は大勢の人が来場する会場に
ずっといなければならないので感染リスクが高い。

144

安心安全を第一に出来れば開催してほしいです。お祭りの性質上、ある程度の密は
生じてしまいます。ですので、路上で酔っぱらいが騒ぐなどがあると参加しにくい
です。当面、酒類は禁止にしてほしいのが個人的な意見です。

145
以前、運動公園でやっていたときのような規模のお祭りに戻してもいいのではない
かと思います。

146

一日目がお昼から、二日目が５時までとお祭りとしての時間設定を考えたほうがい
いと思う。
お祭りは朝から夜までやっているイメージ。１日だけの開催でもいいから朝から夜
までにしてほしい。

147
一部の市民しか楽しめない
税金の無駄使い

148

引っかわせを見る事、美味しい食べ物を
食べること、色々なイベントを見る事を
毎年楽しみにしています。
縮小せず、今まで通りにやって欲しいです。

149

飲食が持ち帰りになるくらいなら、飲食店は出店しなくてもいいと思います。必ず
ルール無視をする人が出てきて楽しいお祭りがつまらなくなってしまうと思いま
す。



150
飲食の出店にあたり、調理する人のワクチン2回接種、マスク・衛生手袋着用は必
須でお願いしたいです。

151

飲食制限は、なかなかむずかしいと思います。温かいものすぐそこで食べてもらい
たいと思う。店を出す側としては。
滞在時間二時間なんて、守られるとは思えない。たくさんの人数を把握できるの
か？

152

演者側として全く面白さが無い祭りになる思いますね、であれば一層の事止めてし
まう方が良いのではないでしょうか??祭りは活気があるのが演者側、お客様側が
楽しめる物と考えます、１日にすると朝からの準備等で時間が取られ夕方4～5時
頃終了となれば演者側も何も出来ない、出店側の方も利益も取れないと思います
ね、コストも確かに考えるのは分かります、毎年姉妹都市ドイツ、佐渡市からのお
客様を招いていますがそれ事態大変なコストではないでしょうか。果たしてその招
待するのに旅費、宿泊費でどのくらいの出費なのですか??それを省く事でかなり
違うのでは、市民祭りとして入間市のみでやりましょう。しかし残念ながらこの様
なアンケートをされても結果は縮小等 で決まってるのではないですか??一応市民
に聞くと言う体裁でこの様なアンケートを配布されてるとしか思えません、演者側
としてこの万燈祭りは１年で最も楽しみにしてる祭りなのです、出来れば役所側、
出演団体その他の方で話し合いの場を儲けて頂きたい。決まってしまってからでは
意見をきちんと伝えられないので是非お願いしたいと思います。止める、縮小する
事は簡単です、続ける事が大切なのです、他の市でこの様な事してますか??入間
市が恥をかく事となります。期待してますので是非話し合いの場をお願い致しま
す。

153
屋台の感染対策、衛生面　監視を徹底して欲しいです。
トイレの手洗い場での感染対策、アルコール設置。

154
会場が広すぎて、まとまりがない。なんのテーマで祭りが実行されているのかがわ
かりづらい。

155

皆が楽しめるものが一番良いとおもいます。財政的に厳しいのはわかっています
が、近隣の駐車場等を借りてそこで駐車場代を徴収出来て、時間予約であるならば
回転その分回るので徴収は出来るはずです。ただ、食べ歩きはできないのかも知れ
ませんが、食べれる場所を設けて頂けるならそこで食べて頂いたほうがまた買って
て貰えると思います。

156

開催するのであれば、日数は減らしても、会場の広さやイベントはできるだけ以前
のままの規模でやってほしいです。それが子供のころからの万燈まつりのイメージ
だからです。場所が変わったり、露店だけなどになったら、行く気になるか正直わ
かりません。感染状況や財政のバランスが難しいとは思いますが、また活気のある
万燈まつりを見れるようになるのを楽しみにしています。

157

開催は、様々な飲食店の助けになると思います。（コロナ禍で好きなお店が多く閉
店してしまいました。）食べ歩きができないように、持ち帰り専用の品物を増や
す、家からタッパー（弁当箱）等持ってきたら割引等（ゴミの削減）、創意工夫し
て実施して欲しいと思います。（入間市のロゴが入ったタッパーや蓋つきコップ、
再利用可能品の製作を作りそれを使うのもいいかもしれません。）コロナ禍でこん
な創意工夫して新たな祭を作りました。と、後の入間市民が歴史を振り返えり感動
する祭を作っていきましょう！

158 開催は１日にした方がいいのでは

159
開催は今ではないと思います。死亡している方もいらしています。人命第一。
今は我慢の時期では？

160
開催を、長く日置いて来る人分散する
場所を広く取る駅～サイオス～彩の公園

161 開催を楽しみにしています。

162

開催を前提としたアンケートを取るべき。
このアンケートは参加したくなくなるような設問である。

163 開催楽しみにしてます。

164

開催場所の近隣住民ですが、毎年騒音に悩まされています。一日中お囃子やマイク
での大声など、本当に勘弁して欲しいです。開催後も道路が汚れていたりカラスが
増えるなど、環境も悪化しています。Q4～７にあるように開催場所の変更、縮
小、期間短縮なども検討して欲しいです。お祭りを楽しみにしている市民ばかりで
はないことも考慮して欲しいと思います。



165

開催日を1日に短縮するのであれば、土曜日の開催時間を10:00から21:30までに
して欲しい。
夜の方が、活気があっていい！！
飯能祭りや川越まつりのような時間配分が好ましい。

166
開催日を2日間にして、人数を分散する方が、開催日を1日にするより良いので
は、、

167 楽しみにしてる

168 感染拡大したらどうするんですか？

169
感染者数は減少しているものの完全に無くなってはいない状況であるならば、わざ
わざ子どもを連れて行こうとは思いません、完全になくなったら必ず行きます！

170
感染症拡大予防を徹底し、ミニマムのお祭りで充分だと思います。コロナが完全に
収束するまで無期限の中止もやむなしかと。

171
感染対策の上、行っていけばいいと思う。
入場の際は必ず検温消毒を行い、時間入れ替えでやればいいと思う

172 頑張ってください！

173
頑張ってやってほしい！！
また開催することを願っています。

174

規模を縮小し、お店自体も隣同士ではなく少し感覚を開けるなどの対応をしたらい
いのかと思います。また、小学校中学校側の出店は無くし、一般の方のみのお店に
するのもありかと思います。やはり小学校中学校の出店には子供たちも集まって来
てしまうので感染リスクは上がってしまうのかと…万燈まつりが2年連続中止は悲
しかったので、来年は開催できることを祈っております。

175

規模を縮小してやるのなら、以前と同じように飲食も出来て、入場制限などの必要
がない状態で開催してほしいです。でも、無理やり開催するよう(制限付きでの開
催)なら、やらない方が良いと思います。早く以前のような万燈まつりが戻ってく
るといいですね。子供が行きたいと待ち望んでいます。活気ある入間市が早く見た
いです！

176
近隣学校の駐車場料金の値上げは厳しいです。もとの値段に戻していただけると幸
いです。

177 懸念がある場合には思い切って開催中止の英断をお願いします。

178

現在４歳の息子。
お祭りというイベントをやっと楽しめる歳になったのにコロナの影響でお祭りはど
こも開催せず、、、。
地元のお祭りを楽しんでる姿を見たいです

179

現地で見て感じて刺激を受けるコトが『祭』の肝だと思います。
コスト土地代感染症対策を考えればオンラインと言う選択肢が最善になるのでしょ
うが...。やはり祭はリアルでなければ！多少の制限は我慢出来ますので開催するの
であれば是非現実世界で実施して下さい。

180 御輿はなし。出店だけやる。

181
工夫をして、実施の方向で進めて欲しい。それなりの規制は当然で、ルールを守っ
て楽しく素晴らしいお祭りの開催を願います。

182

今の自宅前が路上駐車(観光バス会社系列を含む)やコンビニに自転車を停めている
ので迷惑です。
航空祭もそうですが同じ状況なのできちんとしてから開催してほしい。

183 今はどこのイベントお祭りに限らず大変ですが継続出来ると良いですね。

184 今まで通りでいいと思う！



185

今まで通りの万燈まつりが希望です。制限や縮小してやるならわざわざ行かず我慢
してもいいかなってかんじです。ただ色々中止や縮小になる事が多過ぎて気持ちが
重たくなっているので
最低限の注意事項だけで開催されるのであれば個人として最大限感染対策やマナー
を気をつけて参加したいと思います。

特に今も学校で給食など窮屈な環境で過ごしている子供達に楽しい思い出を作って
もらいたいと思っています。
自分はお祭りとても楽しい思い出になっているので。運動会文化祭合唱祭部活すべ
てかなり制限されているので…。

186

今後、コロナが治まった後も祭の縮小、及び形態変更を考えても良いのではないか
と思っています
又、現在の世界の状況を考えると、来年度の開催も不安を感じます
万燈祭への思いは様々あるでしょうが、役所、関係者の方々の準備の大変さを思う
と
今、次年度の開催決定の答えを出すことは、又大変な事だろうと・・・
本当にご苦労さまです
誰もが安心して参加できる日が早急に来ることを願うばかりです

187

今迄毎年楽しみしてた万燈祭りで上記の様な形態にしたとしたら入間市民どころか
市外のお客様 すら来場しなくなり最悪な市民祭りとレッテルが貼られるでしょう
ね、演者側と制限が多く参加しなくなる団体も出るでしょう、市だけで決定するの
ではなく演者、市、警察署を交えて意見交換の場を儲けるべきではないでしょう
か。

188
佐渡の物産展など毎年楽しみにしていたので、来年は、ぜひやって欲しい。また花
火なども打ち上げて欲しい。

189
祭がないのはさみしい

190 祭りしたいです

191

祭りの開催に反対です。いい加減同じ場所で開催するのをやめてください。一部の
人が騒がしさに悩まされるのは不公平です。やるなら別の場所にしてください。本
当に迷惑。

192 祭りの規模、日数ともに縮小して良いと思います。

193

祭りの出店に参加したことがありますが、二日間だと保護者も子どもも大変です。
また日の暮れるのも早くなり冷え込みます。おとうろうまつり頃の時期に変えられ
ないのだろうかと思います。

194 祭りは１日で充分

195
財政が厳しいなら、これを機に止める方向で考えるのもいいと思います。
市職員の余計な仕事も減り本来の仕事を頑張っていただくのが1番です。

196

財政状況などもあると思います。市役所等人件費など金額がかかるのであれば
参加者から市民ボランティア数名を強制参加とするなど市民祭りらしく
市民のの協力を頼んでみてはどうでしょうか。
１年に１度は市民で集まろうが趣旨の素敵なイベントです。
現状のまま行けるよう検討願います。

197 三密を避ける企画として、各イベント会場の分散と入場定員を厳しく取り決める。

198

山車や御輿が混在して、歩行しずらいです。混在させるなら、道路幅が広い場所で
実施した方がよい。わざわざ、市街地ではなく、例えば、博物館を中心とした周辺
での開催も良いと思います。

199

子どもが7才なので、陰性証明をとらないといけない、とか待ち時間があるとかな
ら行かないかも。楽しみにしているし、行きたいし参加したいのはやまやまです
が。

200

子どもたちを安心して送り出せるお祭りです。よい子チャイムのあとでも友だちと
出かけられる、数少ない特別な場所です。
また、卒業した保育園、小学校、中学校など、昔なじみの友だちと久しぶりに会え
たりする市民にとっての交流の場になっているので、規模の縮小等、仕方のない部
分はありますが、続けてもらえると嬉しいです。

201
子供が毎年、お囃子の練習をしています。
早く万燈まつりがいつも通りにできる日を心待ちにしています。



202
子供を万燈まつりに参加させたい。
制限をしすぎるのはお祭りらしさが失われると思う。

203
子供達の為に、開催して頂きたいと思います。
大人は、我慢をしても、子供には、お祭りを体験してもらいたいなと、思います

204
子供達の思い出作り、伝統文化(お囃子・神輿・獅子舞など)の継承の為にもより盛
大なお祭りが出来る事を願います。

205

市の中心部をメインにした祭りとしか思えない。何となく、どなたか(偉い人の)の
自己顕示欲の祭りに感じるし、中心部に住んでいない私にはどこかで何かやってい
る程度の思い。
この費用を、例えば市外の街灯・カーブミラー等の整備や福祉などに当てたら、市
の隅々まで入間市の心が浸透していくと思う。不便・不安に感じるようなところが
たくさんあります。少しお金の使い方を変えていく時が来ているのではないか｡

206 市職員が携わらなくてはいけない理由が分からない。

207

市民が楽しみにしている手造りのまつりだが、コロナの収束がまだまだ安心出来な
い状況なので、開催は如何なのかと思います。
もう少しの我慢だと思います。

208
自分の子供は、大きくなって自立しているので、子供がいないと人混みのお祭りに
行く気はしない。

209
縮小してでもお祭りはやってほしい

210 縮小してでも開催してほしい。

211

出店は豊岡中学校、東町小学校のグラウンドに分散。（２日目は早く終え、清掃活
動とグラウンド整備）
入場券必須。入場できる時間帯を1.5時間とする。（おみせの地図を作って配布
し、目的のお店が事前にわかるようにする。）完全入れ替え制。30分間で入れ替
え。食べ物はテイクアウトのみ。
豊岡中学校は校門（校門前の道路が通行止めになっていることが前提）を入り口、
公園と出入りができるところを出口とし、東町小学校は公園への出入りができると
ころを入り口、校門を出口とする。
入場券はネット予約と当日券少し。産文で配付か販売。（市の財政も考えて100円
とか入場料をとるとよい。）
お神輿は以前通り道路で。道路にお店が出ないので人の混雑は避けられそうな気が
します。
彩の森公園はイベントなしで、フリーの場所としてはどうでしょうか。

212
出店者も相当な人数となると思います。
この人達の対応策も講じる必要があると思います。

213 出店等のテナント料金の見直しなど経費の見直(民間並みにする)

214 出来れば開催して欲しいです。

215
初めて訪れたとき、本当に感動したのでぜひまた参加したい！！
色々大変かと思いますが、応援しています！！

216

小中学校や市の大きな企業など、福祉団体老人～児童までだったり、ジョンソンタ
ウンであったり。目立つポイントをつくり、主体にしてはどうか？

217
場所が変わる、規模が縮小等については仕方ないと思いますが、参加者にワクチ
ン・時間・飲食の制限をするのであれば行きたいとは思わないです。

218

状況が変わらない状況での開催は不適切でしょう。そもそも、このお祭りの開催意
義から再度検討が必要です。何度も行ってはいるが、出店で買い食いするくらいし
か楽しみはない。出車も精彩を欠くしちょっとだけ通るだけでショーとしての美し
さや粋を感じられない。人出も年々減ってる感じがしている。

219
食事制限や入場制限を設けて行うくらいなら中止で良いです。開催日数は１日が良
い

220

人ごみが苦手なのでコロナであろうとなかろうと祭りには行かないのですが、祭り
よって市内の経済が潤うもしくは回るなら続けて欲しいです。私も子供の頃は祭り
が大好きだったので、子供が行きやすいコロナ対策(制限)で開催されるといいなと
思います。飲食については、賑わった中で目の前で作られる食べ物(お好み焼きや
たこ焼き）は、気分的に買わないと思います。

221
人数を分散するために、二日間開催が良いと思います。また、最近佐渡の食が注目
されているので、姉妹市ということで活用して欲しいです。



222

数年前、ベビーカーで子供と参加して、山車にぶつかりそうになった。山車の回り
にいた法被の人に、邪魔だと怒鳴られた。それ以来行く気がしない。子供は大きく
なり、出店もあり行きたいというが、嫌な思い出が忘れられない。
会場整理、安全確保は徹底してもらいたい。

223
是非開催してほしい

224

是非来年は開催していただきたい。コロナ以前、例年2日開催予定で、だいたいど
ちらかの日が悪天候等の影響で予定通りには開催できていなかったように思うの
で、この機会に、来年に1度1日のみの開催として、試してみるのもいいのでは？
このまま開催しないと地域の交流も途絶え、さみしい気持ちの方も多くお見受けし
ます。内容の濃いお祭りなら市民や関係者も納得いくのでは？と思います。

225

制限かけてまで、つまらない万燈祭りをやる必要はない。
万燈祭りを予算の関係で縮小するのなら、いままで、お祭りで使われいた予算を市
民に明確に説明する事。

226
制限してまでやるなら楽しくないだろうしやらなくていいと思う。制限をかけて開
催して人が来るかどうかわからないのにやってもお金がもったいないと思う。

227
制限を設けてまで開催するのであれば、開催しない方が、来場者全員に平等だと考
えます。

228

生まれてからずっと当たり前のようにあったお祭りなので、無くなってしまうのは
とても悲しいです。規模を縮小して欲しくないのですが、財政面から考えて難しい
のであれば縮小してもいいのでお祭り自体は無くさないでほしいです。
来年は開催できるといいなと思います。私は小学校から色んな形でお祭りに関わっ
てきました。人との繋がりが薄くなってきたからこそ、お祭りという文化を絶やさ
ずに後世に伝えてほしいです。

229

接種証明をチェックするには、どうやって？人数的に無理では　１日だけなら　尚
更人が押し寄せます。持ち帰るには、遠方の方は　冷えきってしまい、美味しさも
なく、楽しさも奪われてしまいます。

230
先人が回を重ねて伝えて来てくれた歴史のあるお祭りですから
財政状況が悪いからと止めることは簡単ですが継続して次世代につなげて欲しい。

231 全て出展内容による

232

創意工夫をして実現可能な方法を検討することも必要と考えます。しかしながら滞
在時間の制限や会場内の飲食制限は、お願いどまりになってしまう気がします。ま
た、内容が縮小され市民が出店や参加のできない万燈まつりでは、万燈まつりと言
えない気もします。

233

他のお祭りと違って、地元の人が作っている感が大好きです。その分市役所のやる
事は多く大変だと思いますが、よそと同じにするのは簡単な事。今のままを守る大
変さを優先して頂きたいです。

234
他の都道府県や自治体に比べてイベントの実施に対してあまりにも過敏な反応をと
りすぎている。実施しても良いと思う。

235

大学3年生になりましたが、小学校の頃から毎年行っていた思い出のあるお祭りで
す。今ではなかなか会えなくなってしまった旧友と会ういい機会でもあるので是非
とも開催して頂きたいです。

236

大規模のお祭りで市街からも来客が予想されるため、開催すること自体あまり賛成
ではない。飲食業禁止や小規模、入場制限や時間制限などしたら、そもそもお祭り
を楽しめないし、それこそ予算の無駄遣いではと思う。完全に落ち着いてから、も
しくはPCR検査を無料にして陰性証明書を出せば参加できるようにし、普通に大規
模な開催ができたらいいと思う。ただし、地元の小さな夏祭りや自治会の体育祭な
ど、小規模なものはマスク着用などのルールを決めて開催してほしい。地域の繋が
りは、こういう時だからこそ大切にするべきだと思う。

237 大変でしょうが是非開催出来るようにお願いします。

238

地域活性化のため出来るだけ制限の少ない方法で実施していただきたいです。今は
市外に住んでいますが、万燈まつりを楽しみに帰省しています。みんなが元気にな
るお祭りを！！

239

中途半端になるなら、感染がしっかり収まるまで無理に開催する必要ないと思いま
す。
ここで規模縮小して、満足度もイマイチ、感染者は出てなんならクラスター。これ
が一番最悪で、現状やらないか、50点を目指して開催するかならば、強行して万
燈祭りにケチがつくようなことにはならないでほしい。

240

土曜日行けなくても日曜日なら行けるなどあると思うので、２日間での開催の方が
多くの方に興味を持ってもらえると思います。
伝統文化をやられてる方々や、それぞれの団体の伝統を途絶えさせない為にも、多
くの方に興味を持って頂けるような機会を作って頂ければと思います。



241 特にありません。

242 特になし

243

賑やかでのんびりと歩きながら見たり、食べたりすることに慣れているので
いろいろ制限がかかると、行きたくないな、面倒だなと思う。
一度試しにやってみて、徐々に考えるしかないと思う。
一度ですべてのことが解決するのは難しい。

244
賑わいを期待しない祭りにし、市中に分散し例えば参加自店舗での開催など、極
力、人を集中させないようにする

245

入間市の芸能団体が芸能を披露する唯一の祭りであり、２年間のブランクは寂しい
限りです。
是非、来年は何らかの形で開催のして欲しい。

246 入間市の大きなお祭り子供達も楽しみにしてる。

247

入間市は周辺地域に比べ、とてもお祭りの盛んな地域で、万燈まつりはその代表と
なる入間のビックイベントです。開催を待ち望んでいる人は私の周りにも沢山いま
す。
コロナウイルス感染の不安は、何をやるにも払拭できません。
祭りの規模縮小や、入場制限等の対策を実施すれば、開催反対の声も少なくなると
思いますし、このアンケート結果で開催賛成多数なら十分なプラス材料になる筈で
す。
形はどうであれ、元気な入間を取り戻すための起爆剤として、万燈まつりの開催を
強く願います。
頑張ってください！
応援してます。

248

入間市出身ですがこのまつりの存在を知ったのが最近で、私は一度も参加したこと
がなく思い入れもありません。特別参加するつもりはありませんが、伝統行事でみ
なさん望んでいるのなら続けたほうがいいと思います。

249
入間市民が一同に集まれる唯一の祭りですので、出来る限り今まで通り続けて戴き
たいと思います。

250

入間市民の
健康 命
一番に考えてください

251

入間市民の社交場でもある万燈祭りは開催すべき！
この祭りがなくなったら入間市にはお茶だけ。お祭りを継続していく事が大事。
このお祭りが何故できたのか？
どれだけの市民が楽しみにしているのか？
来場者数でわかるはずです。開催を望みます。

252 入間太鼓、お囃子などみたいです。

253

入間万燈まつりは、他市からも「市民祭」と言われるほど、市民の盛り上がりがあ
る。市民によるブース、区長会による詰所、それぞれの市民がひとつになり、年に
一度の万燈まつりを楽しみにしている。規模縮小や山車の運行なしは考えられな
い。コロナ禍の影響もあるとは思うが、実施するのであれば例年通りを希望する。
予算的な問題があるのであれば、それなりの対策を練るべき。祭りは楽しむに限
る。それが出来ない状況であれば、来年度も中止し、次期に備えてほしい。

254

入場制限は市民全体のお祭りとしてふさわしく無いし、滞在時間も守れるのかどう
か…飲食制限をしても盛り上がらないし、これも守れるとは限りません
悩みどころですね
Q 4の入間市駅から藤沢、アリットなど各方面の広い範囲で行なうのは良い案だと
思います

255 範囲が広すぎるで彩の森公園を中心にして範囲を狭くしてはどうか

256

毎回、大量のゴミが気になっています。SDGsに取り組む方針を表明し、ゴミゼロ
を目指すべき。本来の祭の起源に立ち返り、持続可能な市民のためのお祭りにして
ほしい。

257

毎年かかさずに行っていたお祭りだったので、２年中止になりとても残念です。
上の子が６年生なので最後の思い出に子供神輿を友達と担がせてあげたかったです
が、今年も中止。下の子も2歳になりコロナ禍に生まれた為お祭りに連れて行って
あげたこともありません。私は入間市で生まれ育ち万燈祭りは子供の頃から行って
います。自分の子供にも、楽しい思い出としてお祭りに行かせてあげたいです。
市の財政やコロナ対策など色々と大変だと思いますが、来年こそ開催していただけ
たらと思います。子供にもコロナ禍で我慢させた2年間だったので、楽しい思い出
を作ってあげられるそんな入間市であってほしいです。



258

毎年すごく楽しみにしています。
コロナに負けず　祭りを開催してください。
応援しています

259 毎年楽しみにしています

260
毎年楽しみにしています。
来年は是非開催して欲しいです。

261
毎年楽しみにしているお祭りなので、制限があってもいいので、来年は開催してく
ださい！！！！お願いします！！

262
毎年楽しみにしているので、
来年は開催して頂けたら嬉しいです！

263

毎年私は出演する側でもありました。それが2年連続でないのは仕方がないです
が、ほんとに1年の楽しみがない感じで1年の締めくくりができない感覚です。
難しいとは思いますがよろしくお願いいたします。また、開催に向けこのようなア
ンケートを作成してくださり、市民として感謝いたします。ありがとうございま
す。

264

万燈まつり、毎年子供と楽しみにしております。
コロナ禍の中2年連続中止は寂しいですが、仕方ないことだと思います。
アンケートにある対策はもちろん、コロナ禍でなくても歩く方向を真ん中で分け、
一方通行にする方法もご検討頂けたらと思います。
出店ですが、テキ屋の方が入るのは毎年見てますが、地域活性化の為と、子供達で
も買いやすい値段を踏まえて、市内の飲食店を中心に出店できるようにできたらと
思います。
そして、なかなかお祭りのお金を出してあげられない1人親などへの、チケットな
どあればさらに嬉しいです。
来年まで時間もありますので、ぜひご検討頂けたら嬉しいです。

265

万燈まつりでのステージやイベントは室内で入場規制有りにして、入れなかった人
はオンラインでの視聴が可能などの対応がいいと思います。あるいは1日目は屋
台、2日目はオンラインでのステージといった開催方法でもいいと思います。ま
た、特別な理由を除く(アレルギーなど)ワクチン接種証明書の提示必須の入場規制
がいいと思います。

266 万燈まつりといえば2日間だと思うのでやるなら2日間開催してほしい。

267
万燈まつりの開催は、コロナウイルスの完全終結及び感染予防ワクチンの他治療薬
の普及が必要

268

万燈まつりは、毎年楽しみにしているので、
状況に合わせた内容でも、来年は是非開催できることを祈っています。
山車が通ったり、道路を使ったイベントがあると、道を歩くときも人とかなり密着
する印象がある。
人と人が密集しないような環境ならば、
ぜひ行きたいと思う。
例年、夜は人が多くなる印象があるので、
昼間のみの開催にする等の時間的な対応は必要かもしれない。
日にちが１日になったり、会場が縮小すると、
来場者数によってはかなりの密集になってしまうのではないかと感じた。

269
万燈まつりは小さい頃から毎年楽しみにしていたお祭りなのでコロナ禍の中厳しい
かもしれなけどお祭りを再開するのを楽しみにしています。

270
万燈祭りというなら提灯の展示を多くして伝統的な祭りにしたい。
提灯を多くする事でインスタやニュースに取り上げてもらい入間市のPRにしたい

271

万燈祭りは、他に引けを取らない、素晴らしいお祭りだと思います。
地域性を大切にしていること、心温まる出店が多いこと…他の自治体に住んでいる
友人が、万燈祭りにものすごく感動してくれたことを思い出します。
杉島市長は観光に力を入れていると聞きました。
万燈祭りの独自性をアピールして、もっとたくさんの方に訪れていただきたいで
す。
早くいつも通りの開催ができることを祈っています。



272

万燈祭りは入間市全体を盛り上げる大切な行事だと思います。私はお祭りが大好き
で小さい頃から万燈祭りには参加しています。地元の周りの子達も毎年参加してい
ます。今年93歳になる祖母は数年前から足が悪く会場には行けてませんが、祖母
も祭りが好きで毎年中継をみて楽しそうにしています。私はお囃子も大好きで、そ
れぞれの町の山車が集まって引っかわせをするあの光景は何歳になっても興奮する
し、鳥肌が立ちます。入間市民の心には万燈祭りが定着しているし、無くてはなら
ない存在だと思います。私も今年で19歳なので財政面で厳しいのは理解している
つもりですが、それを理由に私たちの楽しみを無くさないでほしいです。小さい子
達もきっと楽しみにしているはずです。大人の事情で市民の楽しみを奪うのは違う
と思います。どこか違うところで経費を抑えることは出来ると思います。安易な考
えであるのは重々承知ですが、なんとしてでも存続をして欲しいです。あれだけの
大きな市全体の行事は絶対に絶やしてはならないし、後世にも受け継ぐべきものだ
と思います。地域の活性化にもなるし、市民の活力にもなります。どうかこれから
も万燈祭りを開催して頂くようご検討お願い致します。心からの願いです。宜しく
お願い致します。

273
万燈祭りを縮小したら 残りの予算をどう使われるのか 市民に明確に説明してもら
いたい。

274 万燈祭り大好きだったのでまた行きたいです。

275

未就学児の子供がいる場合、ワクチン接種証明は難しいかと思います。毎年出し物
を楽しみにしているので、完全になくすのはやめていただきたいです。地区に東町
がありませんが…。

276

無理してやらなくてま良いと思う
気持ち良くできるようになれば
その時にいます開催すれば良いと思う
少し縮小した方が良い

277

無理してやらなくてもいいと思うが、
祭り気分になれる何か（山車が街中を歩くなど）があれば嬉しいかも。
会場の縮小や規模の縮小、日程を減らすなどは、
逆に密になるのでぜったいにやめてほしい。
入り口で滞在時間が書かれた紙をもらい（例am10:00～am12:00）
時間が来たら自主的に退場する、
その際出口で紙を返す、
だったら行ってもいいかな……。

278

娘が小学一年生から野田でお囃子を教えてもらい13年になります。毎年親子でお
祭りに参加するのを楽しみにしていました。
お囃子で青和会の先輩方から年下の子供達まで、季節のお祭りで顔を合わせて「み
んな元気だった？」「背が大きくなったねー」「演奏うまくなったね」など声かけ
合ってくれる事が娘の成長を後押ししてくれる場所になっています。
コロナでお祭りが次々と中止になりクラスターを考えると練習会もなかなか再開出
来ずお囃子の担い手も離れて行ってしまっています。
感染症対策は今後も続けていきながらお祭りを再開するに当たって、ワクチンを
打っていない子供達や持病のある方、宗教的・信条的に打てない方もみんなが安全
に集まれる様に考えなければいけないと思いますので、マスクは必須になってくる
と思います。(各町内の半纏に合わせたマスクとか)また手洗い場の増設や飲食する
場所とイベントする場所の分離、食べ歩きの禁止など工夫すれば大勢の方々が安全
に参加出来るやり方が見つかると思います。ぜひ入間市はこれだけのイベントを成
功させたと自慢できる取り組みをお願いしたいと思っています。

279

野田囃子連及び入間市議会さんの支援にて毎年参加させていただいています。
万燈祭り（入間市議会さんの参加）には今は亡き祖父が当時協力していたと聞きま
した。それに自分も長く参加させていただいており、地域や市の発展、伝統芸能の
継承にも携われていることはとても嬉しく思っています。また、会や地域の方、普
段あまり関わらない市議会の方々との交流ができる場でもあるため毎年楽しみにし
ています。

あまりにも制限や縮小が大きいと正直魅力は無くなってしまうと思います。今はコ
ロナの流行によりその感染拡大の観点からも今まで通りの開催は難しいとは思いま
すが、可能な限り今後も入間万燈祭りは残していただきたいです。

280
役員の方々大変でしょうけれど、祭りの開催を楽しみにしております、。来年こそ
できるといいなと思ってます。

281

友好姉妹都市のドイツの方々が歌う時に、放送で〇〇音頭が大音量が流れるのは配
慮が無さ過ぎて失礼ですのでやめてもらいたい。
多国籍料理は、持ち帰って食べても楽しいと思う。
場所は彩の森公園でも良い気がする。
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予約制や人数制限をするなら入間市民を優先にして欲しいです。
特に子供達は楽しみにしているので、市内の子供達が行けるようにして欲しいと思
います。
規模を縮小するのであれば、1日だけの開催ではなく分散して行けるように何日間
か開催して欲しいです。
以前のように混雑した状況になることは避けないと感染拡大に繋がると考えます。
色々と調整が難しいですが、無理をしてまで開催する必要はないと思います。
お祭りは無くても生きていけます。

283 幼い頃よく行った祭なので規模縮小でも構わないので開催を願ってます。

284
幼少期から毎年楽しみにしているお祭りです。入間を離れてからも都合がつけば遊
びに行くほどなので、コロナに負けず開催してほしいと思います。頑張れ！！

285
様々な制約がある中で無理に継続を考えるより、各地域の祭りや催し物への補助に
予算をあててもらった方がありがたいと思います

286 来場可能時間をそれぞれ整理券式方式にするなどしてコントロールしてほしい。

287 来年こそは開催しコロナ対策もしっかりして開催してもらいたいです。

288
来年は是非とも開催して欲しいです(。>д<)
子供たちも2年間行けなくて可哀想でした。

289
来年は早くから各団体が諸々の対策を練り上げて是非とも開催して欲しいです。
老若男女、沢山の皆様方が笑顔で万燈まつりへ来場されますよう節に願います。

290
来年期待します

291

令和4年度もコロナ対策が最優先であるので、コロナ対策として予算を十分に確保
することが重要。万燈まつりは赤字と聞いていますので、まだやらなくてもよい。
お祭りは、まだ早い。令和4年度はワクチンの3回目接種があるので、それを確実
に実施することが行政として大事なのではないでしょうか。各制限を設けてでもや
るようなことは
考えるべきではない。2日を1日にしたところで、経費がそんなに削減できるもの
ではない。

292

例年通りの開催は難しいですし、新しい形での祭りを検討する時期が来ていると思
います。そのため、開催方法については社会情勢を鑑みながら柔軟に対応した形を
臨みます。
飯能市で開催されたバーチャル祭り等のような、人との接触を避けながらも祭りの
良さを体験出来る方法も色々と考えられますので、是非比較検討しながら決めて
いってもらいたいと思います。

293 歴史的文化の保全のためにも、開催する意義があると思う


