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本研究では、2018年以来行われている徳島市の阿波踊りにおける一連の運営改革について、伝統文化の
保存継承と観光経済振興を両立させ、好循環を実現するとともに、財政的に持続可能な運営を成立させて
いくための運営のあり方について考察し、提言を行った。
改革の経緯と問題意識、成果と課題を文献調査を通じて明らかにするとともに、高円寺、南越谷で開催
されている阿波踊りが抱える課題とその対応策などについてヒアリング調査を行い、比較検討を行った。
これらを分析し、伝統文化を活用した観光振興において、好循環を実現するために求められる、長期で採
算を考える仕組みづくりや文化の担い手との連携の必要性等の視点について明らかにした。
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第１章 序章

通じて徳島市阿波踊りのパフォーマンス空間の変容の過
程における運営組織、運営方法、パフォーマンスの舞台

第１節 研究の背景と目的

となる公共空間の変容について分析を行っている。本研

文化観光の推進に向け、文化資源の保存と継承を着実

究では、第２章第１節においてその内容を紹介するとと

に行いつつ、観光振興・地域活性化との好循環を創出し

もに、第５章での考察を行う上での参考とした。

ていくための具体的な知見と方策が求められている。本

また、藍谷ほか（2012）は、文献調査とヒアリング調

研究では、徳島市阿波踊りの事例をとり、2018年以来行

査、アンケート調査を通じて徳島、高円寺、南越谷、大

われている運営改革の経緯と問題意識、成果と課題を明

和という４都市における阿波踊りの成立過程、運営組織、

らかにした上で、伝統文化の保存継承と観光経済振興を

運営方法、都市の空間利用特性の比較分析を行っている。

両立させ、好循環を実現するとともに、財政的に持続可

本研究においては、阿波踊り運営組織の整理方法などを

能な運営体制の整備の方向性を検討する。

参考とした。

第２節 研究の方法

他に、中村（2019）は、企業連の活動について実地調

阿波踊り運営組織等の作成文書等を用いた文献調査を

査等を行うことで、その活動目的や特性、活動実態及び

実施することで、財政状況や運営改革の経緯と内容、成

果たしている機能について分析を行っている。本研究に

果と課題を明らかにした。次に、高円寺、南越谷で開催

おいては、第５章第２節においてその内容を紹介すると

されている阿波踊りの運営組織に対するヒアリング調査

ともに、考察を行う上での参考とした。

を実施し、抱える課題への取組を明らかにした。最後に、

第２章 阿波踊りの歴史と文化的特徴

各調査で得られた知見から、阿波踊り運営改革の成果と
課題を整理した上で、今後の運営体制のあり方と行政と
しての支援の方向性について考察と提言を行った。

第１節 阿波踊りの歴史と発展

第３節 先行研究

阿波踊りの起源は、1587年の徳島城「築城起源説」や、

阿波踊りや祭りを主催する組織や運営方法に着目した

三好氏統治時代から盆踊りが行われていたとする「風流

研究は極めて少ない。阿波踊りの運営組織に関する研究

踊り起源説」等がある。以後、江戸期、阿波藩の統制の

では、坂東ほか（2007）が文献調査とヒアリング調査を

下で民衆による継承、藍商人がもたらした富と上方文化
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表１ 運営組織の変遷まとめ ※筆者作成

の影響、「ええじゃないか」の影響等を受けて踊りの原

が行った「阿波おどり事業特別会計の累積赤字の解消等

型が創造されていった。昭和以降、阿波踊りの観光化、

に関する調査団」により約4億3600万円の累積赤字が問

大規模化が進む中で発展を遂げてきた。

題視され、徳島市観光協会は清算されることになった。

第２節 阿波踊りの開催概要

徳島市は、2018年4月、阿波踊りの新たな実施主体であ

毎年8月に開催されている徳島市の阿波踊りには毎年

る新「阿波おどり実行委員会」と、その諮問機関である

概ね100万人以上の人出があり、延べ700連以上が参加す

「阿波おどり運営協議会」を設置し、2018年開催に向け

る。会場内には、大規模な仮設観覧席を設置している

た準備を進めた（図１）。この2018年開催に向けた運営

「有料演舞場」が4か所、中小規模の仮設観覧席を備え

改革を、本研究では「第１次運営改革」と位置づける。

る「無料演舞場」が3か所、仮設観覧席のない「おどり

第２節 阿波踊りの財政収支構造

広場」「おどりロード」が5か所設けられている。演舞

2018年の事業収入は約2億4000万円、うちチケット収

場の外では、突発的な「輪踊り」や「一丁廻り」が各所

入が約7割、県・市からの補助金が約1割、企業の広告料

で行われている。徳島県内には阿波踊りの開催に伴う大

等が約1割を占め、観客の負担割合が高い構造である。

きな経済波及効果が発生している。また、徳島以外にも

事業支出は、有料演舞場事業費が5割以上、前夜祭・

全国各地で阿波踊りが開催されている。

選抜阿波おどり事業費が約1割を占めている。有料演舞

第３節 「連」 －阿波踊り文化の担い手－

場事業費の費目内訳では、桟敷席や照明・電気工事等の

阿波踊りを行うチーム・集団のことを「連」という。

会場設営費用が5割以上を占め、次いで雑踏警備費、チ

「連」は女性の踊り子、男性の踊り子、笛、三味線、鉦、 ケット販売手数料はそれぞれ1割未満となっている。つ
締め太鼓、大太鼓等の鳴り物（楽器）で構成し、総勢30

まり、事業支出においては、興行的事業である有料演舞

～100人くらいを単位とすることが多い。有名連、企業

場事業費が過半を占め、その内訳では、仮設観覧設備等

連、学生連、一般連、にわか連等に分類される。

の会場設営費用が最大の支出要因である。

第３章 第１次運営改革の経緯と過程

4か所のうち「市役所前」等は赤字体質となっている。

有料演舞場事業全体はほぼ収支均衡か黒字であるが、
一方、県市補助金のみで運営している無料演舞場は毎年
第１節 第１次運営改革の経緯と過程

1,800万円以上の赤字、県市補助金と運賃収入で運行し

徳島市阿波踊りは徳島市観光協会と徳島新聞社が主催

ているシャトルバスも1,100万円以上の赤字となってお

していたが、2018年2月、徳島市観光協会が管理する

り、不採算部門だといえる。

「阿波おどり事業特別会計」の累積赤字を巡り、徳島市
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し、逆に連から徴収する参加費制度が新たに導入された。
その他、演舞場の規模を維持することや、演舞場間の
チケット販売率の均衡を図るため、「総踊り」を４か所
ある有料演舞場で日別の持ち回り開催を行うこととした。
また、チケット料金の値上げが行われた。
第２節 運営の民間委託による成果と課題
運営の民間委託においては、実行委員会から受託事業
者に対しては契約費用を支払わず、受託事業者が事業収
図１ 阿波踊り運営組織（2017～2018年）※筆者作成

入を事業者の収入としてよい仕組みとした。ただし、受
託事業者から実行委員会への納付金（年あたり5,000千

第３節 2018 年阿波踊りの運営状況

円＋収益に応じて変動）を納めることとした。

実行委員会は、各有料演舞場の人気格差を是正するた

演舞場・ステージ公演の規模や内容は、仕様書によっ

め、有名連を４演舞場に均等配置する新たな演出を企画

て2018年度開催とほぼ同じ水準が詳細に規定され、実行

したが、観光客に人気のあった「総踊り」を中止したた

委員会が従前の開催規模を維持しつつ、民間事業者のノ

め、総踊り実施団体である阿波おどり振興協会との対立

ウハウやスキルを活かした活性化策やサービス向上と、

を深める事態になった。この対立が全国的に大きく報道

これを通じた黒字運営を期待していることがわかる。

されたことを主な要因として人出数の減少とチケット収

しかし、2019年阿波踊りは台風接近により2日間が中

入の低下（約3,400万円減少）を招き、結果的に2,525万

止になり、約1億1500万円の赤字決算となる。この赤字

円の赤字決算となった。開催後、「阿波おどり事業検証

は委託契約内容に基づき委託事業者の負担となった。

有識者会議」が設置され運営体制が検証された。

新たに取組んだ「プレミアム演舞場」の企画は顕著な

第４節 小括

効果は認められなかった一方、「総踊り」実施会場とな

第１次運営改革の主眼は、赤字体質からの脱却を目指

った演舞場のチケット販売率は顕著に高く、総踊りの人

した運営体制の構築であったといえる。特徴は、①徳島

気の高さ、観客への浸透度の高さが認められる。なお、

市の主体的参画による行政主導での改革、②運営の透明

スタッフ対応の向上が成果として挙げられる。

性への配慮、③魅力創出の取組（新たなフィナーレ、総

上記結果を踏まえ、実行委員会と委託事業者は、2020

踊りの中止）であると指摘できる。

年開催に向け、事業規模・内容の再検討を行い、新企画

考察として、運営の透明性確保に対する姿勢は評価で

の導入とともに無料演舞場の縮小再編を計画した。

きるが、①運営が政治的対立の場となり混乱が発生した

しかし、2020年阿波踊りは、新型コロナウイルス感染

こと、②魅力創出策の企画段階で、文化や観光の担い手

症流行のため中止となったことで、2021年2月現在、委

との連携が不十分だったことにより観光客が減少し、赤

託事業者が「開催準備費約2,100万円の負担はできない

字決算につながったと考えられる。

ことや、実行委の運営費などにあてる固定納付金500万
円を支払ってほしいこと」などを求め、その一方、実行

第４章 第２次運営改革の過程と現状

委員会は収支責任が受託事業者側にあることを主張し、
経費負担を巡って対立する状況となっている。

第１節 第２次阿波踊り運営改革の過程
有識者会議提言書を反映させた第２次運営改革は、チ
ケット販売の改善に加え、「安定的な収支構造への転
換」と「阿波おどりをみんなで支え合う仕組みづくり」
を主眼として検討された。主な内容は以下の通りである。
第１に、行政主導から民間中心の運営への転換を促し、
行政の役割を無料演舞場や臨時駐車場設営、シャトルバ
ス運営など、公益性が高いものや民間だけでは実施が困
難な部分への支援であると位置づけた。

図２ 阿波踊り運営組織（2019年）※筆者作成

第２に、運営を民間委託することとなった（図２）。
目的は、①収支責任の明確性（税金による赤字補てんを

第３節 参加費制度の導入

避ける）、②民間のノウハウ導入による経済性・効率性

第２次運営改革では、演舞場に踊り込んだり、前夜祭、

追求である。

選抜阿波おどりのステージ公演に出演する有名連に対し

第３に、これまで有名連に支払っていた出演料を減額

て支払っていた出演料を削減することとした。逆に、
3

「みんなで支える阿波おどりへの改革」という改革理念

催者であり、会計や賛助会員、協賛企業等の募集等を担

により、演舞場等に踊り込む連から、新たに参加費を徴

当している。また、杉並区は、高円寺阿波おどりの共催

収する制度が導入された。有名連に対して支払われた出

者として運営に対する人的、経済的支援を行っている。

演料は、2018年度の1,097万円から、2019年度には395万

南越谷においては、「一般社団法人南越谷阿波踊り振

円に減少した。一方、2019年度に新たに導入した参加費

興会」会長、招待連委員会委員長、財務委員会委員長、

制度による実行委員会の収入は267万円であった。なお、 警備委員会委員長、広報委員会委員長、会場運営委員会
参加費制度への抵抗感から今年度の参加を見送った連も

委員長、地元連育成委員会副委員長を対象とした。

あったとの指摘がなされている。

（一社）南越谷阿波踊り振興会は、南越谷阿波踊り実

第４節 小括

行委員会とともに南越谷阿波踊りの主催者であり、運営

民間委託の課題として、受託事業者は営利企業として、 実務や会計を担う組織である。また、会長はポラス株式
5年間の受託期間中に採算ベースに乗せる必要性がある

会社の取締役が務め、各委員長は同社グループの従業員

中、雨天や災害発生のリスクを受託事業者が負担する仕

を中心に構成している。

組みは無理がある。結果的に不採算部門である無料演舞

③ 調査方法

場の縮小再編計画につながった。受託事業者は営利企業

高円寺関係者について、東京高円寺阿波おどり振興協

であり、利潤追求が目的であることから、今後も同様の

会専務理事に対しては、2020年12月6日（日）11時から

民間委託を続ける限り、不採算部門の事業規模を縮小し

13時まで、杉並区立杉並芸術会館「座・高円寺」におい

ていかなければ企業は進出しづらい。また、チケット販

て、杉並区区民生活部文化・交流課及び産業振興センタ

売率の向上をメインに置いた運営にならざるを得ないと

ー担当者に対しては、2020年9月8日（火）15時から16時

考えられる。

30分まで、杉並区役所会議室において、それぞれ対面に

参加費制度は、歴史的経緯や参加連の減少、収入額が

よるヒアリング調査を実施した。

それほど大きいとはいえないこと、事務管理の手間を勘

南越谷関係者について、南越谷阿波踊り振興会会長ほ

案し、デメリットの方が大きいと考えられる。

かに対して、2020年10月5日（月）17時30分から18時30分
まで及び同月29日（木）17時から18時30分まで、ポラス

第５章 阿波踊りは誰が支えているのか

株式会社会議室において、対面によるヒアリング調査を
実施した。

第１節 各地の阿波踊りの事例調査

④ 調査項目・目的

（１）調査の概要

調査項目は「設立経緯」「組織運営」「財源」「特色

運営改革で掲げられた「みんなで支える阿波おどり」

ある運営の担い手」「文化の継承」とした。本ヒアリン

の理念を財政面にとどまらず、地域全体での文化継承や

グ調査では、調査地域（高円寺及び南越谷）における阿

地域振興の観点を含め、多面的に考えていく必要がある

波踊りの開催が始まってから発展してきた経緯、運営組

ため、各地の阿波踊りの取組事例についてヒアリング調

織及び組織改革の取組や担い手、財源について整理し、

査を行った。

また各地での阿波踊り文化を継承していくための取組に

① 調査地域

ついて現状と課題を明らかにすることを目的とした。

本調査では、徳島市阿波踊りと同様に大規模に開催さ

（２）調査の結果

れており、運営主体が組織化され、安定的な運営と阿波

① 成立経緯

踊り文化の継承に取り組んでいる地域を対象とすること

高円寺阿波おどりは、1957年、商店街振興を目的に開

が望ましい。以上より、各地で開催されている阿波踊り

始された。南越谷阿波踊りは、1985年、住宅企業の創業

行事の中でも「日本三大阿波踊り」といわれ観客動員数

者の主導により、阿波踊りを活用したコミュニティ形成

が多く大規模に開催されていること、運営主体が組織化

を図ることを目的に開始された。

されていること、阿波踊り文化の継承に取り組んでいる

② 運営組織

ことから、高円寺及び南越谷を調査対象地域とした。

高円寺では2005年、責任の明確化（統一的運営による

② 調査対象

組織マネジメントの推進）や地元・踊り手・観客の三位

高円寺においては、「特定非営利活動法人東京高円寺

一体で支えあう体制づくりを目的に主催組織をNPO法人

阿波おどり振興協会」専務理事と「杉並区区民生活部文

化した。課題として祭り中止時の財政運営が挙げられる。

化・交流課」及び同区「産業振興センター」担当者をヒ

南越谷では、2001年、企業主導によるだけでなく地域と

アリング調査の対象とした。

企業が協力して運営するお祭りとしての体制整備を目的

（特非）東京高円寺阿波おどり振興協会は、東京高円

に実行委員会方式に移行した。また、主催組織の運営実

寺阿波おどり実行委員会とともに高円寺阿波おどりの主

務や会計等について、企業が支援を行っている。
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③ 財源

表２ 徳島市内 10 か所の演舞場の踊り込み連数(延数)
有料演舞場
無料演舞場
連数
割合
連数
割合
有名連
43
23.2%
14
6.9%
企業連
66
35.7%
36
17.6%
学生連
15
8.1%
43
21.1%
一般連・県内
48
25.9%
85
41.7%
一般連・県外
13
7.0%
18
8.8%
にわか連
0
0.0%
8
3.9%
合計
185
100.0%
204
100.0%
※2019 連運行表（実行委）8/12 をもとに筆者作成

高円寺では協賛金、広告料収入が45％強であり、特徴
として連が負担する参加費がある一方、南越谷では企業
による負担割合が約99%を占めている（2019年）。
④ 特色ある運営の担い手
高円寺では学生等によるボランティアチームが有効に
機能している。祭りの大規模化に商店街スタッフだけで
対応しきれずにいたのが導入のきっかけであり、演舞場
や周辺道路のゴミ回収及び分別集積、各演舞場設備の設
置撤収、SNS等による情報発信等を実施し効果をあげる
とともに、学生同士や世代間の恒常的な交流の場として
も機能している。課題は、ボランティアグループの組織
化や当日の業務統制に大きな労力がかかることであるが、
主催者は労力以上の成果が生じていると考えている。南

第３節 小括
前節までの調査により、阿波踊りは主催者、有名連、
観光客のみならず、地域住民や企業、学生連、一般連、

越谷では、スタッフと地元住民、踊り子が一緒に協力す

行政など多くの活動主体が既に支えており、それぞれの

る撤収作業を実施している。

活動主体が多面的な機能と役割を担うことで有機的に阿

⑤ 文化の継承

波踊り文化を発展させていることが明らかになった。企

高円寺では、行政の支援により活動拠点（座・高円
寺）の確保がなされており、練習会場としてだけでなく、
専門スキルを持ったスタッフからの支援を受け、地元連

業連、学生連、一般連は、経済効果、共同体の形成、人
材育成で重要な役割を担っており、その多面的機能を再
評価する必要がある。そして、無料演舞場にはこれらの

の技量向上に寄与している。南越谷では、徳島の阿波踊

連の貴重な表現の場としての機能がある。また、観光客

り文化の地元連への伝承活動に取組んでいる。

の楽しみ方には多様性があり、学生連や企業連は、連の

第２節 担い手の多様性と役割

一員として踊りを体験するために徳島を訪れる観光客の

（１）無料演舞場の機能と役割

受け皿の機能を有している。地域経済全体のことを考え

無料演舞場の運営経費は、そのほとんどが徳島県・市

れば、チケットの売り上げだけでなく、多様な観光客の

からの補助金で運営されており、財政運営上は不採算部

実態にも目を向ける必要があると指摘できる。高円寺や

門と言わざるを得ない。これら徳島市内 10 か所の演舞

南越谷においては、企業や新たな運営の担い手が、地域

場での踊り込み連数を集計すると、有料演舞場において

の阿波踊り文化を支援している。

は有名連（23％）、企業連（36％）、一般連県内
（26％）の割合が高く、無料演舞場においては一般連県

第６章 結論

内（42％）、学生連（21％）、企業連（17％）の割合が
高いことが明らかになった（表２）。

（１）持続可能な運営体制についての考察

以上のことから、無料演舞場には以下の機能があると

第１に、第２次運営改革における運営の民間委託の事

指摘できる。第１に、一般連や学生連が阿波踊り会場に

例からは、5年間の委託期間の中で民間に収支のファイ

集まってくることによる「にぎわいづくり」の機能、第

ナンスを委ねるため、開催中止時の財政運営が困難であ

２に、一般連や学生連の「表現の場」としての機能、第
３に、地元見物客が阿波踊りに触れる場所としての機能、
第４に、一般連や学生連に参加する県外観光客が阿波踊

り、結果的に不採算部門の削減につながるおそれがある
ことが明らかになった。運営主体は、長期で採算を考え
ることができる仕組みが必要であり、さらに、NPO法人

りを体験する場所としての機能である。

が運営を行う高円寺における財政的課題を考慮すると、

（２）企業連に対する再評価

運営主体の経営の安定性を確保するためには阿波踊り事

企業等の従業員をメンバー構成の中心とする企業連に

業以外に収益のある団体が担うことがのぞましい。

ついて、中村（2019）は企業連には共同体の連帯強化、

第２に、阿波踊りの収支構造の分析から、不人気な有

阿波踊りの継承・普及の機能を有すると指摘している。

料演舞場の仮設観覧席の設置費用が大きな赤字要因であ

企業連の意義と機能としては、これに加えて、連員とし

ると指摘できる。持続可能な財政運営体制を確保するた

て徳島を訪問する観光客等がもたらす「阿波踊り関連消

め、踊る場所の確保の観点から演舞場としては残す一方

費」による経済効果や、有名連への経済的支援的な側面

で、大規模観覧席から転換し、観光客の多様なニーズに

があることによる文化創造への寄与等が指摘でき、多面

対応した新たな空間づくりを模索することが考えられる。

的な意義と機能を有していると指摘できる。
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第３に、新たな運営の担い手として、高円寺において

第３に、企業連・学生連・一般連が持つ経済効果、共

は、ボランティア組織が機能し、経費節減だけでない人

同体形成、人材育成の機能からこれら多様な担い手の表

材育成や情報発信の効果をあげ、南越谷においては、地

現の場の整備に取り組んでいく必要があると考えられる。

域と連携した運営に取り組むことで、地域コミュニティ
の強化と活性化につなげていることが明らかになった。
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