「大川端プレイスメイキング実証実験」アンケート結果
１．調査概要
実施日

平成 29 年 11 月 19 日（日）

対象者

「大川端プレイスメイキング実証実験」来場者（83 名）

２．調査結果
（１）回答者の属性
居住地

(N=83)

(N=83)

無回答
1.2%
80歳代以上
2.4%

無回答
1.2%
旧下田町内
18.1%

県外
34.9%

市内
39.8%

年齢

20歳代
13.3%

70歳代
16.9%

(N=83)

10歳代
2.4%
30歳代
7.2%

40歳代
9.6%

60歳代
26.5%

50歳代
20.5%

市外
6.0%

（２）一緒に来た人
(N=83)

＜「その他」の内容＞

その他
4.8%

無回答
1.2%

・職場の仲間、同僚（３）
・住まい

夫婦・カップル
15.7%

1人
25.3%

家族
28.9%

友達
24.1%

（３）本企画を知った理由
(N=83)
その他
12.0%

＜「その他」の内容＞
無回答
3.6%

・伊豆新聞（４）
・会員なので
・会議など

知人からの
紹介
10.8%

通りがかり
44.6%

・主人に聞いて
・お店（松陰さん）に聞いて
・近くの住職が教えてくれた

インターネット
(SNS)
14.5%

チラシ
14.5%

1

性別

無回答
1.2%

男
39.8%
女
59.0%

（４）大川端へ来た回数

（５）大川端周辺の風景の感想
(N=83)

(N=83)
無回答
1.2%

特に何も感じない
2.4%

無回答
1.2%

あまりいい風景だ
と思わない
3.6%
とても美しく
きれいな風景
だと思う
33.7%

初めて
37.3%

適度にいい風景
だと思う
59.0%

初めてでない
61.4%

（６）大川端周辺でしたいこと・できればよいと思うこと
N=188

大川端周辺でしたいこと・できればよいと思うこと
0

10

20

30

40

50

ベンチなどに座ってのんびりしたい

51

海沿いを散策したい

50

海を眺めながら飲食をしたい

43

ミニコンサートやパフォーマンスを見てみたい

17

海を見ながら買い物をしたい

13

家族や友達とバーベキューなどをしたい

9

その他
無回答

60
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＜「その他」の内容＞
・海や船に合ったデコレーションをみるのもよいかも。素朴な感じを残した、ゆったりとした場所。
・フィッシャーマンズワーフのような施設を検討してはどうですか。
・海を見ながらタバコが吸いたい
・つり

（７）今後の「みんなでつくる、これからの大川端プロジェクト」で、やったらよいと思うこと
意見

属性

・簡単軽食もあったらいいのかも

市内、60 歳代、女

・ひきつづきコーヒーを飲んで軽くなにか食べたい。

市内、60 歳代、女

・フリマとか露店とか

市内、30 歳代、女

・マルシェやフリマなど

市内、40 歳代、男

・ゴチャゴチャしないフリーに歩ける広場になればと考えます

市内、70 歳代、女
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意見

属性

・空気と景色がいいのでイベントをやってほしい

旧町内、70 歳代、女

・音楽を流す

市内、50 歳代、男

・花（プランターに入っている）が枯れていたので手入れしてあると良い。

県外、60 歳代、女

・お散歩を目的とした人達を対象とするなら朝、午前中に休憩場所を設けるなど対
象者をしぼることもよいのではないか。冬は風が強くて寒いので季節を選んでも
良いのでは。
・ここの景色風情は下田ならではのもの。ちょうど広いスペースもあるので市民や

旧町内、60 歳代、女

観光客がブラッときてゆっくりのんびりおしゃべりしたり、ボーッとしたりでき
る空間に生かしていけたらステキだなと思います。
・お花やみどりをきれいにしたらもっといいと思います。
「大川端」という呼び名は
気に入っていますが、地元の人でも知らない人が少なくありません。みんなに知っ
てもらう工夫が必要だと思います。
・歩道？のスペースに花をきれいに飾るなどして雰囲気を出してオープンカフェや

県外、60 歳代、女

おしゃれなショップなどを並べてゆっくりと過ごせるようにしてはどうでしょう
か。
・夕方からジャズを流してビールを飲みたい。ニューポートみたいにできたら良い

市内、60 歳代、女

と思う
・観光客にとって非常に有難い企画だと思いますのでこれからも定期的に催してく

県外、70 歳代、男

ださい。
・手作り作品の販売など

県外、70 歳代、女

・大道芸人に来てもらう。メール SNS とかで呼びかける

県外、60 歳代、男

・ベンチはゆっくりできるのでよいと思う

市外、60 歳代、女

・イベントとして行うのでなく下田らしさの表現の一カ所として定着するのが望ま

市内、無回答、女

しいと思います。子供からすべての人々のいこいの場となってほしいですね
・常設ベンチ・船泊りの風景は最高（街中にすごく近い）

市内、70 歳代、男

・BGM を流してほしい

市内、20 歳代、女

・朝食の販売・カフェテリア

市内、20 歳代、男

・風景のデッサン？将棋や囲碁など（初心者向け）

市内、20 歳代、男

・観光客向け：ひものを焼いてたべられるスペース、フォトジェニックポイントをつ

市内、30 歳代、女

くる。
・市民向け：子供が集まること（宝探し、景品付きクイズ）、釣竿を貸し出し釣った
人はひものをもらえる、春・秋はシエスタ
・いくつかの特設の飲食ブースがほしいかな。

旧町内、50 歳代、男

・たこ焼き、やきそば、フランクフルト等出店、輪投げゲーム、ゲーム、スタンプラ

市外、50 歳代、女

リー、下田の店めぐり♡
・フリーマーケット。出店。つり。

県外、50 歳代、男

・気軽にシーフードを食べられるところがあるといい。えび・いかなど。
（PR 動画） 県外、20 歳代、女
（インスタ映え！）
・ひものパーティー、BGM が欲しい。海に合うもの！

県外、30 歳代、男

・軽食もあるとよい

市内、20 歳代、女

・販売などマルシェ風

旧町内、50 歳代、女

・テーブル・いす・コーヒーで一息つけてほっとします。有難いです。ミニコンサー

県外、60 歳代、女

ト等があるとすてきです。地場の産物が売っているとよいです。
・生ビールが飲みたいです（笑）

県外、20 歳代、女
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意見

属性

・ここをもっと近代的（例えば船をモーターボートに、芝生を広く）風景にすること

県外、70 歳代、男

でペリーロード等がより引き立ち全体の流れがほかにつながるのでは！
・船が近いから市場をやる。土日だけ屋台を出す。夜は船の明かりを利用して Bar

市外、20 歳代、女

みたいにする。
・夜は Bar に変える（その時に船に灯りをともしてほしいとってもきれいそう）
。代

県外、20 歳代、女

行運転用意
・ペリーロードからうまく人を誘導できるようにする。
・フリーマーケットやのみの市、手づくり品販売も同時開催する（若い女性ターゲッ
ト）
・ファームマーケットやパン販売（コーヒーに合いそう）も行う
・子供と遊べるスペースが欲しい

市内、30 歳代、男

・小さくてもよいのでパフォーマンスやフリマなどを行ってほしい

市内、20 歳代、女

・食物の販売もしたほうが良いと思います。

旧町内、50 歳代、男

・できれば木陰があればよいのでは、又係留してある船を整理してはどうですか。

県外、70 歳代、男

・魚の解体ショー、ぺリーに関するイベント

県外、10 歳代、男

・海鮮ラーメンのグルメ協議会、ツールド・下田、海の幸の釣り堀→すぐ食べられる

県外、40 歳代、男

・屋台（食べ歩きできるものを売る）
、サイクリングロード整備、船中の見学、市場

県外、40 歳代、女

くささがないのでコーヒー販売がよかったです。
・食べ物があるとよいかな？

市内、60 歳代、女

・定期的にコンサートの開催（一般の人）特に年齢に関係なし子供たちも楽しめるも

市内、60 歳代、男

の
・続けてください！ぜひ！

旧町内、50 歳代、男

・場所を広げていく

市内、70 歳代、女

・ここの開発は観光と街づくりの観点では重要な場所です。県と市が更なる介入を

旧町内、50 歳代、男

して民間と具体的な策を練るのにいいきっかけになると思います。
・子供の遊べる物事があるといいな

市内、60 歳代、女

・街づくりの最初の場所なのでまずここ皆さんが来たくなる様な場所にしていつも

市内、70 歳代、女

にぎわいのある場所にする事だと思います。誰でも気楽に集まるようなそんな場
所として
・昔のようなにぎわいがほしい（昔は河岸があってにぎわっていた）昔は花がきれい

市内、70 歳代、男

だった。
・下田の町が好きなのでウォーターフロントのうまい活用ができ、町が活性化する

県外、50 歳代、女

といいですね！
・やはり、にぎわうためにはお店が出てたほうがいいかも、くつろげる音楽も欲しい

市内、60 歳代、女

・露店を募ったらいい。経済が生まれれば活気が出る。集客につながる。

無回答、50 歳代、男

・家具作りワークショップ→そのまま設置。朝食の提供。フリーマーケット。昼寝イ

市内、30 歳代、男

ベント
・コーヒー以外の飲食店の出店。漁船に乗れる体験イベント

市内、30 歳代、女

・今後も定期的にこのようなイベントを行い、観光客の方がちょっと座って一息つ

旧町内、40 歳代、男

けるところがあればいいと思う。
・観光客の歩く導線としてもっと案内してほしい。合わせて、野菜、土産物など週末

旧町内、40 歳代、男

だけでも露店がならぶといい
・四季の写真を貼り出し観光にするのはどうか、市民の方々子供たちの絵を飾るな
ど散歩しながら目にやさしいものがよいと思います。
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県外、50 歳代、女

意見

属性

・地域でフリーマーケットや野菜売りの販売などをしてお年寄りや若い人を集めて

県外、40 歳代、女

イベントを行ったら良いと思います。
・軽食の販売があると良いと思います。

県外、40 歳代、女

・特産品やイベント紹介、大川端の良さをアピールしてください。

県外、50 歳代、女

・ソフトドリンクや軽食もあれば良いかと思います。

市外、50 歳代、女

・コーヒー以外ののみもの（子供用のジュースなど）子供が遊べるスペース（わなげ

市内、40 歳代、女

とか昔あそび的なもの）
・出店など

県外、10 歳代、男

・お祭りで若者を集める、漁師ポスター、漁師カレンダー

県外、20 歳代、男

・手作りの物を売るお店など。又は漁師飯などの販売

県外、50 歳代、女

・クルーザーにのりたい、魚つり

県外、50 歳代、男

・屋台（地域の名産）
、魚をさばく体験

県外、20 歳代、男

・大人も子供も楽しめる何かを考えてほしい。子供も入れたいのでお酒はなし！！

旧町内、70 歳代、女

・食べさせながら下田の物産を PR したらと思います。

旧町内、70 歳代、女

・食べ物を。風を遮る場所があったら良いと（これからの季節、暖をとれたら）

旧町内、50 歳代、女

・植木の手入れをもう少ししたらよいと思う

市内、70 歳代、女

（８）
「みんなでつくる、これからの大川端プロジェクト」に関する興味
（設問：「みんなでつくる、これからの大川端プロジェクト」では、今後も多様な活動を進めていく予定です。
この活動にご興味がある方は、ご連絡先をご記入ください。
）
N=83

連絡先等の記入状況

N=83
0.0%

20.0%

名前

60.0%

49.4%

住所

活動への参加希望
6.0%
資料や情報の
提供のみ希望
18.1%

61.4%

その他
4.8%
無回答
71.1%

85.5%

記述あり

100.0%

57.8%

38.6%
14.5%

80.0%
50.6%

42.2%

電話番号
メールアドレス

40.0%

参加等の意向

無回答

◆欄外への記述◆
・生まれは下内です。結婚して県外に居ます。
・今日は来てみてよかったです。
・旧下田町内生まれ
・Facebook
・活動への参加はお手伝い程度を希望
・コーヒーごちそうさまです(#^^#)
・頑張ってください。素敵な景色です。
・出来る限り参加していきます
・将来的に日常化するのかイベント化するのか（あじさい祭りに合わせる）方向性を考える必要がある
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