
市民との協働による道路整備に関するアンケート調査結果 

 

１ 調査目的 

本市では、道路を自分たちの地域の財産として考え活用していただくため、市民との協働に

よる道路整備（道路愛護活動）の啓発を図り、住民本位の親しみあふれる「みちづくり」を推

進しています。  

 最も身近な公共空間でありながら普段あまり意識することのない道路について、広く市民の

皆さんにその役割と重要性をあらためて考えていただき、より市民の皆さんが参加しやすい協

働の道路整備（道路愛護活動）の推進を図るため、アンケートを実施しました。 

 

２ 調査対象 

 市政アンケートモニターとして委嘱した市内在住の男女 100 人 

内訳： 

性別 男性 女性 

人数 42人 58 人 

 

年代別 20代 30代 40代 50代 60代 70代 

人数 8人 31人 28人 11人 12人 10人 

 

３ 調査方法 

 インターネットによるアンケート調査 

 

４ 調査期間 

 平成 23年 11月 22日（火）から平成 23年 12月 8日（木）  

 

５ 回収件数 

 98件（回収率 98％） 

 

６ 担当課 

 建設局 道路部 道路保全課 

 

 

 

 

 



 

７ 調査結果 

 

問１ 8月は「道路ふれあい月間」、また 8月 10 日は「道の日」であることを知っています

か。 

選択肢 回答数 

両方知っている 3人 

「道路ふれあい月間」だけ知っている 1人 

「道の日」だけ知っている 6人 

両方知らない 88人 

 

 

 

  【考 察】 

   「道路ふれあい月間」、「道の日」の両方を知らない人が 88人で最も多く、「道の日」

のみ知っている人が 8人、両方知っている人が 3人、「道路ふれあい月間」のみ知って

いる人が 1人となった。「道路ふれあい月間」、「道の日」の存在が市民に浸透していな

いことがわかる。 



 

問２ 道路愛護活動について、具体的に知っている活動は何ですか。（選択肢はいくつでも） 

 

選択肢 回答数 

清掃活動 34 

除草活動 19 

緑化活動（沿道又は植樹帯等） 27 

道路損傷箇所の簡易な維持補修活動 8 

道路損傷箇所の通報 8 

知らない 57 

 

 

 

  【考 察】 

   道路愛護活動について、具体的に知っている活動では「知らない」が 57人と最も多

く、続いて、「清掃活動」が 34人、「緑化活動」が 27人、「除草活動」が 19人と続い

ている。「道路損傷箇所の簡易な維持補修活動」や「道路損傷箇所の通報」はともに 8

人に留まっている。 

 

 

 

 

 

 



 

問３ 今までに、道路愛護活動に参加したことがありますか。 

 

選択肢 回答数  

 

→ 補問３－１へ 

ある 5 人 

ない 93 人 

 

 

 

  【考察】 

   道路愛護活動に今まで参加したことがある人は、98人中 5人となっており、ほとん

どの市民が道路愛護活動に参加したことがないことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

問３－１ 問３で「ない」と答えた方に伺います。参加したことがない理由は何ですか。（選

択肢はいくつでも） 

 

選択肢 回答数 20代 30代 40代 50代 60代 
70 代

以上 

関心がなかったから 11 1 6 3 0 1 0 

活動をする時間がなかったから 13 1 5 3 1 2 1 

参加したいような活動がなかったか

ら 
7 0 3 1 1 1 1 

一緒に参加してくれる人がいなかっ

たかた 
5 0 0 1 2 1 1 

活動を知らなかったから 76 5 26 23 9 7 6 

その他 4 1 2 0 0 1 0 

 

その他自由意見欄： ◎どこでやっているか知らない。 

          ◎情報源を知らない。 

          ◎自分も参加できる道路愛護活動があるのを知らない。 

          ◎参加する方法がわからない。 

  【考 察】 

   参加したことがない理由のうち、「活動を知らなかったから」が約 8割を占めており、

道路愛護活動の実施情報が市民に行き届いていないことがわかる。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

問４ 道路や道路付帯設備（カーブミラー、ガードレール、側溝など）が損傷していた場

合、各区を担当している道路整備課へ誰からでも連絡すれば、対応することを知ってい

ますか。 

 

選択肢 回答数 

知っている 40人 

知らない 58人 

 

 

 

 人数 割合 
計 

年代別 知っている 知らない 知っている 知らない 

20 代 3 4 42.9% 57.1% 7 

30 代 13 18 41.9% 58.1% 31 

40 代 9 19 32.1% 67.9% 28 

50 代 5 6 45.5% 55.5% 11 

60 代 6 6 50.0% 50.0% 12 

70 代以上 4 5 44.4% 55.6% 9 

計 40 58 40.8% 59.2% 98 

 

  【考 察】 

   今回の調査では、98人中 40人が「知っている」を選択している。また、割合でみる

と、50代 45.5％、60代 50.0％、70代以上 44.4％と年齢層が高い年代において、認知



度が高いことがわかる。 

問５ 静岡市道路サポーター制度を知っていますか。 

 

選択肢 回答数 

知っている 7人 

知らない 91人 

 

 

 

【考 察】 

   静岡市道路サポーター制度を知っている人は、98人中 7人となっており、ほとんど

の市民に認知されていないことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

問６ 道路愛護活動を市民の皆さんに広めるために、市に対してどのような支援策を望み

ますか。（選択肢は３つまで） 

 

選択肢 回答数 20代 30代 40代 50代 60代 
70 代

以上 

道路愛護活動の情報提供を充実す

る 
77 7 20 25 10 6 9 

道路愛護活動などに対して経済的

な支援を行う 
32 3 11 11 2 4 1 

道路愛護活動への参加を促すイベ

ントを行う 
64 6 23 16 6 7 6 

道路愛護活動の表彰を行うなどして

活動を奨励する 
13 0 6 6 0 0 1 

ボランティア保険への加入など、事

故への対応を整備する 
17 0 5 5 2 2 3 

道路愛護活動団体相互の交流の場

を設ける 
18 2 9 3 0 3 1 

活動を指導する専門家等を派遣す

る 
15 0 5 5 2 3 0 

ボランティアで行うものであるため、

市に頼らず市民の自発性にまかせ

る 

4 0 0 0 1 1 2 

その他 4 0 1 1 2 0 0 

 

その他自由意見欄： ◎道路に関するあらゆる観点での標語を、子どもから大人まで対象に

して募り、表彰する。 

          ◎サポーター制度に登録されているグループの具体的な活動を紹介す 

ることで道路愛護活動の周知に繋がると考えます。 

          ◎活動をもっとＰＲしてほしい。 

          ◎カーブミラーなどに通報用電話番号を書き入れたりシールを貼っ

たりする。 

                   ◎自分たちの町は自分たちで守る。やらされ感を感じることなく意欲

的に道路を愛護して行けたら良いと思います。そのための情報提供

は必須。 

 



 

 

 

【考 察】  

 道路愛護活動を広めるために、市に対し望む支援策として、「情報提供を充実する」

が 77人と最も多く、続いて、「イベントを行う」が 64人と続いており、周知啓発活動

などの充実を求めていることがわかる。また、「市民の自発性にまかせる」は 4人であ

り、市に対して支援策を講じることが求められていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

問７ 道路愛護活動全般に対する意見、要望等がありましたら、ご自由にご記入くだ

さい 

 ■広報について（市からの道路愛護活動の情報発信など広報に関する意見）【50件】 

 ◎道路愛護と言う言葉を知りませんでした。ただ車や自転車の事故を防ぐためにも

道路が整っているということはとても大切だと思うので、もっと活動をアピール

できたら良いと思います。 

◎道路愛護活動は多くのボランティア団体の皆さんで活動されていることだと思い

ます。そのボランティア団体は、どこの誰なのかわかりません。参加を促すと言

ってもどこで募集しているのかさえわかりません。 

◎道路愛護活動というものを全く知りませんでした。関心を持とうと思いました。 

◎道路については常に意識しています。古い車に乗っているし、バイクに乗ってい

るし、1歳の子がいるので、毎日の生活の中で意識しない日はありません。でも自

分が活動を全く知らなかったということは、アピールが足りていない、行き渡っ

てないということだと思います。 

◎全く知らなかった。 PRにどの程度力を入れているのか不明。 

◎何をやっているのかわかりませんでしたが、ホームページ等を見て内容がわかり

ました。 

◎今回のような活動があるということを、本アンケートで初めて知りました。今後

は道路活動に関するイベント等があればぜひ参加してみたい。 

◎活動情報など知らなかったので、また自分でも調べてみたいと思いました。 

◎道路の緑化活動や清掃活動は見聞きしたことはあるが、それが道路愛護活動と言

うのは知らなかった。道路の損傷等の場合の連絡先等さえ知らないので、先ずは

広報することが必要だと思う。 道路ふれあい月間と言われてもイメージがわかな

い。道路とふれあうって何でしょうか？道路愛護、道路ふれあい・・まるで動物

愛護、動物ふれあい・・安直なネーミングで活動がイメージできません。 

◎このアンケートを通して初めて知りました。「広報しずおか」などでもっと PRし

た方がいいと思います！ 

◎趣旨、組織、活動状況などについての情報を広く知らしめることが何より重要だ

と思います。恥ずかしながら全く知りませんでした。 

◎どこで参加の募集をしているのか、など知らないことが多いので、ぜひ情報発信

を活性化してほしい。 

◎これまでに全く知らなかったことが申し訳なく思っています。 これらの情報源は

ホームページなんでしょうか? 広報紙等の活用が最適と思いますが情報入手に努

めます。 

◎道路愛護活動を市民はあまり知らないと思うので、市民に対しての PR活動を望み



ます。 

◎活動の情報が足りないと思う。 道路わきの電燈に「道路の不具合を連絡ください」

と電話番号が書いてあるのを見かける程度です。   

◎道路愛護活動がどのようなものであるか、身近に感じたことがありません。取り

あえず、道路の補修、カーブミラーの修繕などは、誰でもが区役所に気楽に依頼

出来ることを周知することで、住民の意識が変わるような気がします。 

◎道路を使っている人が多いが、この活動を知らない人がほとんど。もっともっと

ＰＲ活動をしないといけない。交通違反をしたドライバーは、ボランテイア活動

としてやるのも良いかも。 

◎まったく活動を知らなくて申し訳ありませんでした。以前に自宅アパートからの

自家用車の出庫の際に見通しが悪いため南警察署にミラーの設置をお願いしたと 

ころ「他の住民からのまとまった依頼がないとできません。」とお断りをされまし

た。こういう活動があるのであれば、もっと一般の市民に浸透できるよう啓もう

活動をすべきだと思います。 

◎道路愛護活動について市民に知られていないのではないでしょうか。 積極的な広

報活動をすることが大切であると思います。 

◎今回、「道路愛護活動」という言葉を初めて知りました。まだまだ市民への認知度

は低いのではないかと思います。まずはこの言葉を広げて、具体的にどこで、ど

のような活動をしているのか情報提供していく必要があると思います。 

◎この活動について全く知りませんでした。まずは認知されることが第一歩である

と考えます。 

◎道路愛護活動について全く知らなかった。今回、アンケートにより知ったので、

今後の活動に関心を持ちたいです。 

◎安全で走りやすい道路にする運動は、素晴らしいと思います。活動がもっと広ま

れば嬉しいです。 

◎新聞や広報など見ていますが、この言葉は知りませんでした。皆さんがよく知っ

ている言葉なのに私だけ知らなかったのなら恥ずかしいです。 

◎いろいろな形で、PRしたらよいと思う。 

◎道路愛護活動について、私自身はよく知りませんでした。 しかし、よい制度だと

思いますので、拡大していってください。 

◎一般市民は本当に知らないことが多すぎます。制度については、広める具対策等

を検討し発表してほしい。 

◎活動を知らない人がたくさんいると思う。何のために、誰が何をどのようにする

のか、活動の具体を知らせる場をたくさん設ければよいと思う。 

◎兎に角、ＰＲ活動が凄く少ない。 

◎道がきれいになっていたり、花が植えられていたりするのを見るととても心がお



だやかになります。しかしその活動は市民の方がやっているとは今回初めて知り

ました。市の情報をよく知っている人はよいですが、私のように さほど興味のな

い人は知らないことが多いです。市の活動をもっと PRしたほうがよいと思いまし

た。 

◎最近ニュースで自転車の走行についてよく出ているので、関心があります。しか

し、こういった活動は初耳でした。 エコのために自転車で移動を考えていても子

ども達を連れてはこのままでは車に逆戻りせざるをえません。ましてやこの子達

が一人で自転車に乗る練習を始めた時、徐行速度ではないからと言って車道を走

らされるとしたら・・・。権利を振りかざしたがる人というものは悲しいですが、

そういった一部の人から年齢制限をつけるなど、せめて子どもの命を守る事だけ

は明確に提示して欲しいです。あと、すれ違いのできない道路などでミラーを設

置してほしい!!壊れている！多々ありますが、その連絡がいったいあの膨大な課

の中のどこで、誰に言えばいいのか？全くわからず、一市民がいったところで・・・。

という気持ちがかなりありました。せっかくこんなに開かれた活動をされている

のですから、ぜひ身近なところに電話番号などを表示してください。地域に住む

人が一番その道の危険性を知っていると思います。市民を市が一緒に取り組めば

事故も減ると思います。よろしくお願いします。 

◎道路愛護活動に限らず、これはよい制度だと思うのに、知られていない制度が多

いのでもっとＰＲしてほしい。 

◎テレビ、ラジオ、新聞、広報紙、インターネットなどで幅広く市民に対し、広報・

啓蒙活動を行うべきです。 

◎私は道路愛護活動という言葉を初めて聞きました。私の勉強不足もあるのでしょ

うが、市としてＰＲが足りないというのもあるでしょう。広報等で道路愛護活動

をＰＲし、市民の皆さんに知ってもらう事がまず大切だと思います。 

◎道路愛護活動については全く知りませんでした。 道路は全ての人が使うものです

から、安全に、大切に使うことを目的にもっと広めていくべきだと思います。 小

さいころから、保育園や幼稚園などで積極的に道路を大切にするように教育して

いってもよいと思います。 児童館などはもっと小さい子どもの親子が積極的に利

用しているので、おしゃべりサロンなどで道路に対するイベントを楽しく学んで

理解してもらうように行うのも一つの方法だと思います。 子どもの目はいろんな

ことに気がついてくれるので、子どもたちに積極的に広めていくことで、事故を

防げたり、設置物を大切にする気持ちを養うことができると思います。 

◎昨年町内会長を遣っていたにもかかわらず、知らないことが多く反省すると共に

市の方でも告知活動をもっとして欲しいと感じます。 

◎市の広報で活動の企画、予定を知らせて気軽に参加できるようにしてください。 

◎道路にも国道、県道、市道、私道などあると思います。自分の町内、学区の道が



何なのか、それすら知りません。もっと道について知る必要があると思います。

折に触れて、広報紙などを通じて教えて欲しいと思います。 

◎記載のホームページを拝見しました。本件は全く知りませんでした。そんな訳で

意見、要望はありません。 

◎自分たちが利用する道路を、地元の住民でより使いやすくすることは大事なこと

だと思います。今後、この活動が盛んになることを期待しています。 

◎道路や道路付帯設備について、初めて知りました。普段生活している中で、道路

について気づくことはありますが、そのまま忘れてしまうことも多いです。声が

気軽に届けられるようなシステムになるとありがたいですが、いたずらも多いか

ら難しいかもしれませんね。しかし、ホームページ等から気軽に道路についての

要望が出せたら嬉しいです。 

◎なかなか道路愛護活動に参加できる時間はないけど、きれいに寄せ植えされる沿

道や、手入れされている沿道や植樹帯などを見かけると運転していて気持ちよい

気分になります。時々手入れをしている姿を見かけるとありがたく思います。 

◎道路の整備は行政が行うことは当然と思うが、使用者も使いやすい状態に維持す

ることも当然である。しかし、行政が使用者の協力に過大な期待する姿勢が見え

ると協力は得られにくくなると思う。市民全体が等しく使用する道路であるから、

全体で使いやすくすることは当然である。市民全体の意識向上も重要であると考

えます。道路行政について、意見収集にももっと力を注ぐ必要もあると思います。 

◎地域の町内会の活動で以前市役所に道路の補修を依頼して整備してもらいました。

地域で自分のところの道路を守るという意識が大切だと思います。 

◎改めてホームページを見て皆さんが道路をきれいにしてくれていることを知りま

した。 

◎運転をしていて、道路の周りに花が増えたなと感じるようになってから、しばら

くたちます。企業が自主的に植樹をしたり、近くの有志？が水をあげていたりで、 

素晴らしいことだと思うと同時に、気持ちのよいものだと思っています。私を含

め、自主的参加者が増えれば、ゴミもなくなり、走りやすい、歩きやすい道路に

なると思います。 

◎今まで道路愛護活動に参加したことがないので分かりませんが、道路愛護活動を

する場合、まず第一に参加する人の安全性確保が保障されているのでしょうか？

交通量の多い地域もあり、道路愛護活動中に交通事故に巻き込まれたり、その他

事故にあっては困ります。したがって、第一に交通事故等に会わないように安全

性の確保が求められます。 

◎毎日、家の前とお隣さんの道路上はお掃除しています。皆でやればどこもきれい

なはず。先ずは一人ひとりの意識改革が必要。これは、全ての項目に当てはまり

ますが。昨日紅葉を見に行きました。その途中の山道で枯葉を集めているおじさ



んを発見。あれもこの一環でしょうか？道の広さに比べて交通量が多いところは

危険も伴うので、安全を留意した活動を望みます。 

◎自分たちの生活を過ごしやすい環境にするには、道路が整備してあることが大切

です。他人事ではなく、自分の問題として、少なくとも自分の周りや利用する道

に目を向けていきたいと思います。 

◎日頃良く利用する道路で、時折、町内の方が清掃活動されているのを見かけます、

有り難い事だと思いながらも、今現在、道路愛護活動には参加していません。 こ

の件に関して、知人などにも意見を聞いてみたところ、私も同様なのですが、１

日だけ、短時間だけ、など気軽に参加出来るのなら、と思いながらも、一度参加

すると、では次回は何日でなどと言われて、負担に感じてしまいそうなので、積

極的には参加しない、との意見が多かったです。 

 

■道路の損傷について（道路損傷情報の提供などに関する意見）【3件】 

◎道路整備課へ直接連絡しても、問題が解決されていない例もあると思いますが、

基準などありますか? 

◎道路愛護活動がどのようなものであるか、身近に感じたことがありません。取り

あえず、道路の補修、カーブミラーの修繕などは、誰でもが区役所に気楽に依頼

出来ることを周知することで、住民の意識が変わるような気がします。 

◎道路で損傷等を見つけたら、市役所に電話すればよいのは分かっているんですが、

直通の電話番号が分かりません。 どこか目立つところに表示するのは難しいでし

ょうか？ 例えば、電柱等。 

 

■イベントについて【3件】 

◎子どもを幼稚園に送る道で、タバコの吸い殻やゴミの多さに驚き、子どもと一緒

にゴミを拾って登園したことがあります。車や自転車では気づかない道路の状態

が歩くとわかることがあります。ウォーキングを兼ねたボランティア清掃のイベ

ントがあればよいと思います。エスパルスのエコチャレンジで、駅からアウスタ

へ歩いていくという催しがありましたが、連携してもおもしろいかと思います。 

◎道路に花壇があったり、きれいな道路は気持ちいいものですし、転入してきた方

やたまたま通行できた県外者、市外者にも静岡市の印象をよくするもので大切な

活動だと思います。わたしもこれからそのような取組みがあることを知ったので、

イベントなどあったら参加したいです。 

◎活動自体知りませんでした。町内の行事（？）で清掃をしたことがありますが、

それとは別だと思います。町内の行事と道路愛護活動を上手く組み合わせて、道

路を気持ちよく使えたら素敵ですね。 

 



■道路サポーターについて【3件】 

◎現在道路サポーターとして活躍しています。 

◎清水区上力町の三叉路交差点に大きな花壇があって、いつもきれいにしてくれて

あると見ていてうれしく感じます。また、他県から来た方達も、主要道路の街路

樹など綺麗にしてあったら、 静岡県の印象がよくうつると思うので、整備できる

といいなぁとは思います。市で依頼した業者がやってくれているのか、近所のご

老人が親切心でやってくれているのかと今までは思っていました。 道路サポータ

ー制度なども、そういう制度があることすら知らなかったので、まずは市民に知

ってもらう事から始めたどうかなと思います。 

◎今回、初めて道路愛護活動について知りました。静岡市道路サポーターの方々の

力をアピールし、ゴミのない道作りを教えていく事が必要かと思います。ホーム

ページでの活動紹介も必要ですが、子どもから年配の方が、一度は読んだ事のあ

る広報紙などで活動紹介を載せたりするとサポーター活動へのやりがいや知名度

も上がると思います。 

 

■その他【9件】 

◎静岡県、又住んでいる地区も道路事情そのものが他県と比べすごく劣っている気

がします、花を植えたり、清掃活動したりすることも大切な一貫ですが、それ以

前に改善していただきたい問題が多いと思う。 

◎車道と自転車道をきれいに色分けするとか、たとえば、三保の天女を道路の図柄

にするとかあればよいかも。 

◎交通違反者に活動のボランティアを義務付ける。 

◎道路は人が歩き車が通るところだけではありません。愛護活動は当然ですが道際

には昔からの名所、旧跡や碑などもあります。また道路名や地名など昔のものを

いつまでも伝承し、よい景観を保っていただきたいと思います。 

◎道路整備で同じ所を何度も工事しているように感じるときがある。 

◎自転車と車が同じ道路を安全に走行出来るようにしていただけたら有り難いです。 

◎交通量の多い道路の中央分離帯に木を植える必要性はどこにあるのか？だれが望

んでいるのか？その整備のために渋滞が起きることを知っているか？追い越し車

線で作業をする事が危険な事だと思わないか？非常に迷惑。中央分離帯よりも歩

道に植えた方が夏は日陰が出来るし、整備をする時も危険性が低く、作業もスム

ーズに進むと思う。緑は必要とされる箇所に植えるべきだ。外国を参考にするべ

き。作業する人達の時間と市民の時間を無駄にしないように。時間は非常に貴重

です。 

◎私の住んでいる地区は国道 362号線に沿っています。羽鳥地区の道路状況は良く

無いです。人口の割合より道路状況が狭く事故も多くある。今安西橋が長い間を



かけてやっと広くなるようですが、まだまだ道路整備が必要な場所が沢山ありま

す。 道路愛護活動を推進するにあたり、細かい部分に目を向けてほしいと思いま

す。 

◎市はペットの糞とペットの散歩のマナー、くわえタバコ、危険な自転車の 3悪の

無法任はどうしますか。私達が注意するともめます。高齢者に交通ルールをわか

りやすくＰＲしてください。 

 

８ 総括 

アンケートの結果では、道路愛護活動に対する意見は肯定的なものが多数であ

った。同時に、これまで市内全域にＰＲチラシを回覧したり、市の広報紙への掲

載や８月１０日の「道の日」にＰＲ活動を実施したりしてきたが、このアンケー

トを通じて初めてその存在を知るなど、想定していた以上に認知度が低いことが

明らかになり、市民への情報提供の充実などが求められていることがわかった。 

  また、具体的に知っている道路愛護活動では、清掃活動や緑化活動など、日頃

目に触れる機会がある活動については認知度が高かったものの、道路損傷箇所の

簡易な維持補修活動や道路損傷情報の提供など、あまり目に触れる機会がない活

動については認知度が低く、さらに有効な広報活動を行うことが重要であると実

感することができた。 

これらの市民意見を踏まえ、道路愛護活動の促進施策の資料とし、安全かつ快

適な道路環境の実現に向けて活用していきたい。 

   


