
問１．あなたの性別は。

１．男 160

２．女 204

合計 364

問２．あなたの年齢は。

１．１０歳未満 5

２．１０歳代 5

３．２０歳代 19

４．３０歳代 95

５．４０歳代 75

６．５０歳代 41

７．６０歳代 68

８．７０歳以上 58

合計 366

問３．どこから来られましたか。

１．岬町 155

２．岬町以外の大阪府 145

３．和歌山県 24

４．その他 28

合計 352

問４．ミニクルーズの開催をどのような方法で知りましたか。

１．岬だより 112

２．新聞折込 57

３．町ホームページ 44

４．家族・知人の紹介 94

５．その他 65

合計 372

問５．ミニクルーズはいかがでしたか。また、具体的な理由があればご記入ください。

１．満足 213

２．やや満足 76

３．ふつう 37

４．やや不満 3

５．不満 0

合計 329

第４回深日港活性化イベント深日港フェスティバル　「大阪湾ミニクルーズアンケート」

１．男 

２．女 

１．１０歳未満 

２．１０歳代 

３．２０歳代 

４．３０歳代 

５．４０歳代 

６．５０歳代 

７．６０歳代 

８．７０歳以上 

１．岬町 

２．岬町以外の大阪府 

３．和歌山県 

４．その他 

１．岬だより 

２．新聞折込 

３．町ホームページ 

４．家族・知人の紹介 

５．その他 

１．満足 

２．やや満足 

３．ふつう 

４．やや不満 

５．不満 



問６．ミニクルーズの料金はいかがでしたか。

１．高い 8

２．普通 185

３．安い 162

合計 355

問７．来年もこのようなミニクルーズが実施された場合、乗船されますか。

１．乗船したい 232

２．コースが今年と違えば乗船したい 101

３．乗船しない 5

４．わからない 18

合計 356

問８．岬町が、深日港航路の復活に取り組んでいることをご存じですか。

１．知っている 216

２．知らなかった 142

合計 358

問９．深日港の航路復活について、どのように思われますか。

１．復活させるべき 299

２．復活させる必要はない 6

３．どちらともいえない 52

合計 357

問10．深日港と淡路島の間で定期航路が再開された場合、利用されますか。

１．利用する 246

２．利用しない 16

３．わからない 49

合計 311

１．高い 

２．普通 

３．安い 

１．乗船したい 

２．コースが今年と違え

ば乗船したい 
３．乗船しない 

４．わからない 

１．知っている 

２．知らなかった 

１．復活させるべき 

２．復活させる必要はな

い 
３．どちらともいえない 

１．利用する 

２．利用しない 

３．わからない 



問11．深日港がみなとオアシスとして仮登録されていることをご存知ですか。

１．知っている 57

２．知らない 248

合計 305

問12．深日港にどのような施設があればいいと思いますか。（複数回答）

１．イベント広場 99

２．休憩施設 60

３．釣りができる施設岸 41

４．公園・緑地 94

５．物産販売施設 74

６．飲食施設 53

７．その他 3

合計 424

問13．今回の深日港イベントはいかがでしたか。

１．よかった 266

２．よくなかった 4

３．どちらともいえない 19

合計 289

問３．その他

問４．その他

問５．理由

１．満足の理由

２回運航にしたのはうれしいです。前回はかなり受付時から混雑してたので

500円で気持ちよかったです

淡路島に行ってみたい

いつも住んでる岬町を海側から見られて新鮮だった

海上から陸地の状況の再確認（津波等）

気持ちがよい。子供が自由に遊びまわれて楽しそう。満喫できた。

気持ちよかった

気持ち良かった

金額も安くて満足。子供に良い体験をさせることができて満足。

子どもが楽しみにしていた。乗船して楽しんでいた。

子どもも楽しめました

この金額で家族全員が乗船できて良い思い出になったから

　東京都１名、千葉県１名、神奈川県１名、三重県１名、奈良県３名、兵庫県８名、愛媛県１名、福岡県１名

　ＮＨＫデータ通信2６名、ＮＨＫラジオ１名、たまたま会場に来て11名、インターネット３名、チラシ５名、町内放送４名

１．知っている 

２．知らない 

１．イベント広場 

２．休憩施設 

３．釣りができる施設岸 

４．公園・緑地 

５．物産販売施設 

６．飲食施設 

１．よかった 

２．よくなかった 

３．どちらともいえない 



このミニクルーズに乗れてうれしかった

最高の景色でした

サイコーです！

状景のアナウンスがあれば嬉しかったけど

涼しくて気持ちよかった

素晴らしい天候に恵まれ最高でした！

楽しい

近頃滅多とない好企画

天気も良かった。思いのほかきれいだった

天気もよくカンパンで昼食がとれたから

飛魚が見えた子供が楽しそう

初めて子どもを船に乗せてあげれたので

晴れていたのもあり、とても気持ち良かったです。

非日常を感じれた

普段と違う目線で見れた

普段乗れないですし、料金がお手頃

船になかなかのれないので

船に乗ってみたかったし500円で乗れ良かった

船に乗る事がないので

毎回参加していますが、今回初めて乗船できました。

毎年楽しく待っています

岬町の山並みを海といっしょに眺め、美しいなと思った。

安い料金で楽しめる

安くて普段体験できない

２．やや満足

海より岬町を見るのは始めて、良かった

関空が見れるほうが良かったので

時間がもう少しあればよい

乗船待ち時間を工夫すべし

たまには海からの眺めが見たい

出来れば帆を張ってほしかった。天気もよく気持ちよかった

天候もよくさわやかな風が心地よかった

久しぶりに船に乗れたので、海自のフェスティバル以来。

船の音で仕方ないのですが、ちょっとした説明があると嬉しかったです。

帆船なんやから帆を張るべし。風も吹いてたし

みさき公園が見たかった

もう少し関空近くまで行ってほしい

もう少し長く乗っていたかった

もっと長く乗りたかった

ルートのチラシがあればよかった。とっても子どもも喜んでいましたが、どこをまわっているのかがよく分からなかった。

３．ふつう

60周年記念用のコースが短く物足りなかった

日本丸ということで帆走が味わえると思ったがエンジンがうるさい

待ち時間外でつらい



問９．理由

１．復活させるべき

明石大橋経由で淡路島へ行くのは遠く不便

明石までいけないので近くであれば淡路島へ行くのが便利

新しい感覚、若い人の感覚を導入、若者を集める為の工夫を

あると近くて便利だから

淡路、徳島へ行きやすくなる

淡路航路の復活は高齢化社会では重要視して欲しい

淡路四国へのアクセスが良くなる

淡路島・四国へ行きやすくなる

淡路島・四国への旅行コースとして便利

淡路島が近くなるから

淡路島四国まで気軽にフェリーで行けるようになりたい。

淡路島などに行きやすい

淡路島に行くのに近くなる

淡路島へ行くのにたいへん便利だったのにフェリーがなくなりがっかりした

淡路島へ南大阪方面からのアクセスとして便利

淡路方面に行く事がある為

淡路方面や四国へ育のに便利で行く回数も増える

泉佐野もなくなったので

いつも利用させてもらい便利でした。ぜひお願いします。

海が好き、港が大好きだから深日港にはよくきた

大阪以南に住んでいる人にとっては、瀬戸大橋、鳴門大橋は遠い

大阪府下で無いし古い駅舎も味があるし駅から近くなど利便性に富んでいる

大阪府の南端ですので淡路島へ渡ると思ったら明石大橋まで行かなければ渡れませんので不便ですので一日も早く復活してください

活性化のため

活性化のため是非復活させてください

活性させるためにも復活させるべき

観光客の誘致にもっと力を入れるべき！！

観光客を呼ぶ一因となるから

観光のため

頑張ってください

紀淡連絡橋ができるまでは必要

客船のもの復活は無駄かも

近畿の人々（老人多い）はフェリーの町と見ていた

車で神戸市を通るのが疲れる

高速以外の交通手段がないから

高速の橋だけでは不便である

高速より安価で渡れる選択が欲しい

交通の便がよくなるから

航路復活してください

ここで船に乗れるようになったら便利になります。早く開通して欲しいです

子どもの頃、今よりにぎわっていた深日港の記憶が少し残っている。せっかくいい港があるので活用しないともったいない

これからの観光産業には海路の活用は末来があります

こんな恵まれた海があるからもっと発展すべきです

四国が身近になる様にフェリーを復活！



四国航路は必要

乗船客が来ると町内の商店などの利益も増えそうだから

人口（見学者）が増えると思う

せっかく大きなフェリーが発着できる場所があるから、ぜひ活用してほしい

ぜひ復活させてください

先日も淡路島へ行ったのですが明石大橋まわりは大変でした。ぜひとも定期航路を実現させてください

泉州-淡路間の交通利便性を回復して欲しい

泉南地域から淡路方面に行くのが不便になったのを早く解決していただきたい。

地域活性化につながるため

地域活性化の為には必要。ただし採算が取れるだけの利用があるかは不明。高知→鹿児島と航路が戻れば利便があるのでは？

地域の活性化

近いので旅行したい（日帰り）

町外からも来る人が増えるだろうし、活性化にはつながると思う。本数が少なくても復活してほしいです。

強く望みます。府外からもＮｅｅｄｓが高いと思います

手軽に乗れるのは嬉しい

特に淡路航路

土日祝期日指定でも運航してください

懐かしい昔を思い出す

乗りたい

母方の田舎が淡路島だったので、よく難波→深日港～洲本を利用していたから。洲本もややさびれているような感じがする。

人の交流が生まれ、町の活性化につながる

フェリーであれば、もっと良いと思う

フェリーで復活して欲しい

深日から淡路島へ行きたい

船が好き

便利がいいから

便利だと思う

便利になると思うから

町が生きてくると思う

町がにぎやかになる。淡路の物産がなかったのが残念。しらすも

町の活性化

町の活性化につながり、大阪南部の活性化にもなるため

町の活性化につながりそう。人を集めるイベントなどの努力も必要だと思いますが。。やる価値ありだと思います

町の活性化につながるかも

町の活性化になる

町の活性化にもなると思うので

町の活性化へとつながる手法のひとつだと思います

岬町が活性化するから

岬町が活性化するといい

岬町が活性化できる

岬町活性化につながる

岬町洲本市活性化期待

岬町と淡路島との復興

岬町の活性化にぜひとも必要期待している

岬町の活性化につながる

岬町の活性化になればよい



岬町の活性化の

岬町の活性化のため

岬町の活性化のために

岬町の近くに住んでいるので便利に行けるように思う

岬町発展の為、淡路島に行くのに近くなると思う

岬町繁栄のために

岬町復興の為にぜひ！

岬の活性化につながると思う

岬の自然と淡路の自然を一体化で観光力アップ

港周辺の活性につながると思うから

南大阪から淡路島が近くて遠いので

南泉州の活性化の為

昔は長時間並んでフェリーによく乗りました。やっぱり海旅は橋よりフェリーが情緒があっていいです

もっと栄えて欲しいため

陸ルート（高速料金）が高い

２．復活させる必要はない

なぜ廃止されたか考えた事はあろうか？阪神高速湾岸線の方が安いからだ

和歌山港との差別化が不明

乗船する人は少ないと思う

３．どちらともいえない

経済的にはよいが道が混むのがいや

高速バスで大阪方面と淡路島を行き来する以上の魅力ある航路にしなければ復活は難しい

需要と供給のバランスを考えると観光イベント等でのみ利用が今のところ的確なのかも？

人間だけで淡路に育のはども納得しない。車と一緒を考えて欲しい。

メリットは何か、デメリットのことも考えるべきだ

問12．その他

いつ来ても楽しく一日がすごせれば良い

きれいなトイレ

きれいなトイレ

プール・海水浴・キャンプ場・車イスの方でも気軽に深日港で釣りが楽しめるように多目的トイレの設置

問13．理由

１．よかった

それぞれ地元の方他いろいろ協力されて楽しい催しであったと思います

人が集まるのであれば何でもやってみるべきです

一日楽しく過ごせた

いつも見ている景色が違う目線で見れたからです。

色々出店もあり自衛隊も来たりと良いイベントで楽しかった。

色々な団体がイベントに参加していたのでよかった

色んな体験ができ、子どもがめちゃ楽しんでいた。

おいしい特産がたくさんあった

お天気にも恵まれて海のイベントとして良かったと思います。

私個人としてはフェリーであれば利用したいが、現実的にどれくらいの人が利用するかわからないので、「復活させるべき」というより
は、「復活したら嬉しい」という気持ち。岬町に引っ越してきた人間としては、気軽に淡路に行けたらいいなと思う

イベントそのものは良いと思うが現場でのガイダンス掲示が不足（出展者専用駐車場、一般駐車場、オープン時間、販売開始時間、府下
全域にイベント宣伝必要）



お天気もよく最高でした

お店がいっぱいでていて、このミニクルーズにのれた事が良かった

開催時期がいい

会場がもう少し広ければもっと良かった。

活性化の意気込みが感じられた！

去年から来ているが色々と楽しめる

去年もミニクルーズを利用して楽しかったので、今年も楽しみにしていました。

クルーズが一番のよびものだろう。乗船予約申込みの方法を今一度工夫を要す。

元気をもらった

子供が楽しめるイベントがあった。からあげや焼きそばのお店があればもっと良かった

子供が楽しめるイベントが多かったから

子供が楽しんでいた

地元企業もたくさん出ててよかった。ただ港なので海産物がもう少しあっても良かったのでは？

住民参加のイベント

消防車や府警の船なども見れて子ども達も喜んだし、イベントの方も種類が多かったので見応えがありました

消防体験が出来てよかったです。

消防のイベントに船にとても良かったです。

少し会場が狭い。駐車場が少ない。イベント自体は楽しかった。

ステージ、船、色々イベントを楽しめた

スペースがもう少し広く取ってほしい

たいへん意義がある

大変な賑わいで驚きました

たくさんの人が集まっていた

たくさんの人が集まり、ワイワイ楽しかった。

たくさんの人が来ているのでもうすこし会場が広ければと思います

たくさんの人が来場していてうれしかった

たこめし、たいめし、おいしかった。地元の方々でやっているのがよかった

楽しい。消防体験のはしごが楽しい。

食べ物（子供用）が少なかったかな

地域性を活かした様々な取組が良かった。淡路島、岬町、和歌山の友好を兼ねたコラボレーションが良かった。

できれば海産物を食べられるブースがたくさんほしい

天気もよかったし、気持ち良く楽しめました。ありがとう。

天候にも恵まれてよかた

天候もよく涼しく快適でした。ありがとうございました。

内容が濃い

初めて参加しましたが良かったです。いろんな参加型催しがあったらいいなと思いました。

初めての参加でしたが、天候に恵まれて本当に楽しい一日でした。

場所の設置レイアウトが狭いか？

人がワイワイしていて深日にこんなに人おったんや！と思った

物産も充実していた。地元の海産物も置いて欲しかった

孫がとても喜んでいたので

孫を連れてきた

ミニクルーズに乗るのが楽しみです

ふだんなかなか乗れない船に乗れたり、いろいろなブースが出ていて子ども達も楽しめて良かったと思います。これからもこのようなイ
ベントをやってほしいと思います

物品、飲食の販売が11時なのに、なすを売っている店では予約を取ったり（orとりおき）11時前に売っていた（知り合いのようだっ
た）たこめし店（赤い旗）のとなりの店



もう少し食べる所があれば良かった。少し値段が高いかな？

もう少し店も多くし、日よけテントも多くしてください

模擬店の価格が安くてありがたいです。来年もミニクルーズがあれば来たいと思います

もっと食べ物がブースがあればよかったのにと思いました

もっと店が多ければ良かったのに。買い物が大変

子どもが船に乗るのをすごく喜んでいて良かったです。

毎回楽しみにしてます

２．よくなかった

船内で案内してほしかった。海から見える方向見えている所の案内を少しほしかった

もう少し食事になるようなものがたくさん欲しい

全体の位置図が欲しい

３．どちらともいえない

休憩スペース少なめ、トイレ少ない

前回と変わりなし

食べ物が少なかった。金額が高い

ベビーカーが大変でした

トイレが少ない

トイレが少ない

問14．自由意見

淡路航路ができれば泉州地域がもう一つ盛り上がる

淡路との交流を活発性化し深日港の賑わいをとり戻して欲しい

淡路との船便はすべきではない赤字を垂れ流すだけだ

泉佐野港のように魚の市場や飲食施設（魚の料理）があればいいと思う。魚の値段を少し安くして販売すればいいと思う

以前は深日→淡路島をよく利用しておりました。なくなり残念です。またできればよいと思います。

市場や釣りができる施設をつくったらいいと思う

いつもとは違った体験を子どもにさせてやれてよかったです。船に乗っている間とても楽しそうでした。

海も山もあり、きれいな町なので、もっとアピールしてみては！

海を活かした地域活性プランを期待しています

駅からも近いので電車できましたが便利でした

駅の雰囲気が好きなのでずっと残してほしい

大阪から来ましたが、全然しらなかった。でも楽しめてよかったです。

大阪湾クルーズ（神戸空港のあたりまで）、関空周辺、友ヶ島一周クルーズ

会場を大きくして欲しいもう少し考えてほしい

関空の方面にクルーズしてほしい

今日この日を待ちわびておりましたので、大変良かったです。

継続したイベントを行って活性化につなげてください

航路がなくなったとき、とても残念だったけど、また復活できるようで楽しみです。

家族で来れる施設！を目指して欲しいです。期待しています。岬の方は手作りなど、すごく上手なのでそういう方々が出すお店もたくさ
ん出したら岬町外の方からのニーズも増えそう！

クルーズと山のハイキングコース（多奈川～加太への低山の景色は素晴らしい。まるで礼文島のようだと思った）多くの人に（町内外）
知ってもらいたい

こういう人の集まるイベントを定期的に行うのは良いことですね。参加人数も増えて、出店ブースももっと増えていけば良いと思いま
す。深日港の駅のホームがイベント帰りの人でいっぱいで、久々にそういう光景を見て嬉しくなった。

淡路島との定期航路を夏期のみなどまずは期間を限定して再開してほしい。（採算性を考えながら段階的に定期航路再開に向けて努力し
てほしい）



子どもが楽しめたのでよかった。みんな親切でした。

これからも応援しております。

今度で2回友人と楽しいひとときの時間子供に帰ったような気持ち

四国淡路との交流も多くなり岬町も活性する。できればフェリーボートの就航を。

自然的アットホームで子どもをつれてくるにはGoodでした

周辺に路上駐車が多く通行しにくい

周辺をもう少しきれいに

すごく楽しかった

スタッフの方が一生懸命やっていたので良かったです。

スペースが全体的に狭いのが残念

ぜひ発展するように官民合わせて努力してください

定期航路が再開されいろんな施設が出来発展するといいと思います

どうもありがとうございました

時折釣りにくるのですが、とても大好きな場所の一つです。

とても楽しかったです

何か作らなければ人が集まらないので、それを考えて欲しいです。何か分かりませんが・・・

何ができる場所かを岬だよりなどで紹介してほしい

のんびりした街並を残しつつ子供や若い人たちが足を運べる様イベントをもっとしてほしい。

人が集まる施設を作ってほしい

フェリーがあったときは岬町もにぎやかだったがなくなってひっそりしてしまった。にぎやかになってほしい

深日港から淡路島や四国などに行きたいです

深日港航路は淡路島ではなく、関西空港まで就航させてもらいたいです。

深日港といえば、淡路へ行けるカーフェリー！が印象深いです。大変難しいとは思いますが、再開をお願いします。

深日港には何年かぶりにきました

深日港のイベントの宣伝してほしい

深日港はぜひ復活させてほしい。お願い。

深日港までのアクセスが不便

深日の活性化に協力していきたいです

船に乗るのが楽しい。又乗りたい

定期航路は出来ればフェリーでお願いしたい。その方が利用者が多くなると思う。今日のようなミニクルーズをお盆にも実施して欲しい
利用者は多いと思う

週に3回程散歩の時に訪れます。釣り人にも結構人気なようだし、お店のようなものが増えて活気づけばいいなと思います。岬町大好き
です。

洲本を拠点にした淡路航路として深日港が夢の架け橋になれば非常に有意義であると共に大阪湾の交通網として住民の意識の高揚が感じ
られる社会へと念じる事と致します

子どもの頃友ヶ島、淡路などよく遊びに育のに利用させてもらいました。船の方は短い航路でも海の上を行くのもまた道路（橋）などと
少しちがい、また良いものです。外国の友人にも紹介したいです。ぜひ、実現して頂きたいです。

難波→深日→淡路島→難波のルートで割引切符があればよい。多奈川直通「サザン」があればよい（実現は難しいと思われるが）。みさ
き公園と深日～淡路島航路のセット券。とにかく「深日港に来てみたくなる」何かが必要。深日～淡路航路の船体も箱根のような海賊船
だったら楽しい。（100円で音と煙が出る大砲付きで）

年一回開催されるイベントに孫たちと参加させてもらっています。今年は乗船して海側から岬町をみて孫と一緒にワイワイと・・みどり
がいっぱいの岬町を再度知ることとなりました。孫たち次世代と共にずっと住んでいきたいとおもっています。また、淡輪の海で花火大
会とかやってほしいです。夜の空に光るキレイな花火が記憶に残っています。生で見る花火はやっぱりいいし。

深日漁港とのイベントどちらかに統一して大々的に実施したらどうか。深日港は少し会場が狭い出店も少ない。集客のためにはもう少し
各種の出店がほしい。元岬町住民だったので益々発展してほしい

深日港が栄えるようにお店も増えるといいですね。夕焼けコースや星を見るツアーが出来るといいですね。友ｹ島をまわるコースもいい
な。思いがけず友ｹ島の近くまでいけてよかったです

深日が改修され航路が開港し洲本市深日町の交流が盛んになれば必然と町が発展すると思う。岬町は第二阪和国道が開通すれば利用が増
えると考える



船を乗ったことが2回しかないからとても楽しかった。

古き良きものはそのまま利用するとすばらしい

防災の要として、また地域活性化復興に色んなイベントを企画して欲しい。

他にない催しものが多く、面白かったです。

岬町「道の駅」「深日港再開発」うまくまわるか？学者の考えはあまり期待していない。計画だけならず実現が大切である

岬町に住んでいて今回初めて参加したが、思っていたより楽しかった。

岬町の自然をもっと押し出し観光に力を入れて欲しい

岬町深日がもっと復興して欲しい

港があることで岬町の観光アピールと賑やかな街並みに期待します

港の中で企業営業しているのはおかしいと思う。岬町のイベント会場や釣りの設備を作るべきだ。

港を利用した（活かした）町であったらと思います

ミニクルーズが良い

昔からさびれた感じがしている。私が子供の頃からなので30年程前から。何も変わっていない。活気がない。

昔のように復活してほしいと思います

もうちょっとイベントを作ったほうがいい。

もっと色々なイベントがあれば楽しみが増えます

もっと海産物を売ってほしい。BBQ施設などあればいい。

もっとこのようなイベントを多くしてください

もっと食べ物を販売してほしい。地元の特産品など。

良いよ！！最高

良かったがトイレが少なかった

若者たちが働く場所が欲しい

私たちはトイレが近いので、トイレをもっと作ってほしいです。又、10月もあるようなので来ます。町外在住なので、新聞に大きく分か
る様に載せて知らせて欲しいです。

私は淡輪ですが、深日港が発展して岬町に住みたいと思う若い人達が増えるよう、航路を利用してもっともっと発展するよう、願ってい
ます。

みさき公園までしか来た事がなく今日のこのイベントではじめて深日港に来ました。海というロケーションがあるので海でしかできない
イベントを楽しみにしています

岬町という町をもっと周知してもらえるような形として今日のイベントは必要と思います。北大阪方面の人達にも、この自然豊かで素敵
な海を見てほしいので、PRをぜひお願いします

昔からあった船便、出来れば残していけるといいね。地震等陸路が利用されない時、海を利用して何かと利用できるといいですね。季節
的にもこの日で快適でした。スタッフの皆様ご苦労様でした。ありがとうございました。

昔の賑わいを知っているだけに今の深日港はさびしすぎる。先日新聞で四国道路の借金を国の補助無しで返す場合、今の倍近い通行料が
必要と書いていた。そうなれば需要があるのでは？

昔見たいに船が乗れたらいいと思う。淡路島とかすぐに行ける様にまた船に乗れたらいいと思う。又深日港に船が出入りするといいと思
う。昔はよかった。今はダメだけど。


