
新東名開通効果の把握に関するアンケート調査 

 

１ 調査目的 

静岡市では平成 17 年度に 10 年間の中期計画である「静岡市のみちづくり」を策定し、効果的・効率

的かつ透明性の高い道路整備を進めています。その中で今年の 4月 14日に新東名高速道路が静岡県内の

御殿場ＪＣＴ～三ヶ日ＪＣＴ間で開通し、市内にも新たに 4箇所の ICが整備されたことから、交通が分

散し渋滞や事故の低下など多くの効果が期待されています。 

静岡市においても新東名高速道路及び平成29年度開通予定の中部横断自動車にアクセスする道路の整

備を推進していますが、市民の皆様が新東名高速道路開通による効果をどのように感じているのかご意

見を伺い、今後の施策資料とするため市政アンケートモニター調査を実施しました。 

 

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 

 

３ 回収件数 

 95件（回収率 95％） 

 

内訳 

性別 男性 女性 総計 

人数 44 51 95 

 

年代別 20代 30代 40代 50代 60代 
70代以

上 
総計 

人数 10 22 23 12 17 11 95 

 

区 葵区 駿河区 清水区 総計 

人数 33 29 33 95 

 

４ 調査方法 

 インターネットによるアンケート調査 

 

５ 調査機関 

平成 24年 10月 23日（火）～平成 24年 11月 7日（水） 

 

６ 担当課 

建設局 道路部 道路計画課 

 



７ 調査結果 

 

問１ あなたは新東名高速道路開通による効果や期待を感じることがありますか。 

 

選択肢 葵区 駿河区 清水区 静岡市（総計） 

ある 31 27 27 85 

ない 2 0 2 4 

わからない 0 2 4 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

新東名高速道路が開通し、「新東名高速道路開通による効果や期待」について約９割の方が「ある」と

回答しており、多くの方が新東名高速道路による効果を感じていたり、期待していることがわかる。 

 

 

 

 

 

ある  85人 

ない 

4人 

わからない  

6人 

問１ あなたは新東名高速道路開通による効果や 

     期待を感じることがありますか。（静岡市総計） 



問１－１ 問１で「ある」と答えた方に伺います。どのような効果を感じますか（選択は 3つまで） 

 

選択肢 葵区 駿河区 清水区 静岡市（総計） 

遠距離移動におけるアクセス向上 22 11 12 45 

事故発生時、異常気象時、災害発生時の防災機能の

向上 
12 16 16 44 

交通渋滞の解消 

 ※具体的な場所や交差点を記入してください 
12 9 14 35 

中山間地の活性化 8 11 14 33 

NEOPASAが新たにできたことによる暮らしの多様化 11 3 3 17 

中心市街地の活性化 1 4 2 7 

その他 0 1 0 1 

赤字：上位 3位以内の選択肢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○その他自由意見 

・東名集中工事時の渋滞緩和に効果があった。 

○「交通渋滞の解消」について効果を感じた路線 

・東名高速道路 

遠距離移動にお

けるアクセス向

上45人 

事故発生時、異

常気象時、災害

発生時の防災機

能の向上 

 44人 

交通渋滞の解消

35人 

中山間地の活性

化 

 33人 

NEOPASAが新

たにできたこと

による暮らしの

多様化 17人 

中心市街地の活

性化 

7人 

その他 

1人 

問１－１ 問１で「ある」と答えた方に伺います。 

    どのような効果を感じますか（静岡市総計） 



・静岡 IC、清水 ICのアクセス道路周辺 

・国道１号清静バイパス 

・国道１号 

・北街道（県道静岡清水線） 

 

【考察】 

 新東名高速道路が開通したことによる効果については、意見が分散しており、開通によって様々な効

果を感じていることがわかった。主に感じる効果としては、「遠距離移動におけるアクセス向上」、「防災

機能の向上」、「交通渋滞の解消」、「中山間地の活性化」であり、特に「防災機能の向上」については、

各区（葵、駿河、清水）の多くの方が効果を感じており、新東名高速道路が災害時の救急救命活動や支

援物資の輸送道路としての機能を担うことが強く期待されている。また新東名高速道路は市内の中山間

地を通ることから、中山間地の活性化の効果を感じる方は多いが、中心市街地の活性化の効果を感じる

方は少なかった。 

 

 

問２ 新東名が開通したことにより、交通渋滞が悪化したと感じたことはありますか。 

 

選択肢 葵区 駿河区 清水区 静岡市（総計） 

感じた 

※具体的な場所や交差点を記入してください 
5 1 2 8 

感じない 24 19 24 67 

わからない 4 9 7 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感じた 

 8人 

感じない 

67人 

わからない 

20人 

問２ 新東名が開通したことにより、交通渋滞が悪化したと 

  感じたことはありますか。（静岡市総計） 



 

 

○具体的な渋滞悪化箇所 

・流通センター通り（県道山脇大谷線）、 

・安倍街道（県道井川湖御幸線） 

・豊地交差点（県道山脇大谷線） 

・沓谷五丁目南交差点（県道山脇大谷線） 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

 新東名高速道路が開通したことによる交通渋滞の悪化について、市全体では、約 7 割の方が「感じな

い」と回答しており、大半の方が渋滞の悪化と感じていないことがわかる。交通渋滞が悪化したと感じ

た方は、葵区で一番多く、具体的な渋滞の悪化した箇所として、「流通センター通り（県道山脇大谷線）」

と回答した方が多い。新静岡 ICのアクセス道路である当該路線の交通量が増加したため新たな交通課題

が生じており、今後対策を実施する必要がある。 

 

 

○スマート ICとは、高速道路の本線やサービスエリアを利用し乗り降りができるように設置されるＥＴ

Ｃ専用のインターチェンジです。簡易な料金所の設置で済み、料金徴収員が不要なため従来のインター

チェンジに比べて建設・管理コストの縮減が可能であるというメリットもあり、また静岡 SAスマート

ICでは大型車、特大車の通行も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊地交差

沓谷五丁目南交差

 



 

 

問３ 静岡市葵区小瀬戸・飯間地域に新東名のＩＣとして静岡 SA のスマート IC が整備されましたが、

利用したことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

静岡市（総計）では静岡 SA のスマート IC の利用について、「利用したことがある」人は、約２割で

あった。しかし、認知度は「整備されたことは知っているが利用したことはない」と回答した方を含め

約６割となっている。各区別でみると、葵区では約 8割の方がスマート ICの存在を認知しているが、駿

河区、清水区では約 5割となっており、スマート ICのある葵区では浸透しているが、駿河区、清水区で

はあまり浸透していない状況がわかる。 

選択肢 葵区 駿河区 清水区 静岡市（総計） 

利用したことがある 11 5 3 19 

整備されたことは知っているが利用したことはない 15 8 14 37 

整備されたことは知らなかったが今後利用したい 0 1 3 4 

整備されたことを知らなかったし利用したこともない 7 15 13 35 

利用したことが

ある 19人 

整備されたこと

は知っているが

利用したことは

ない 

 37人 

整備されたこと

は知らなかった

が今後利用した

い  

4人 

整備されたこと

を知らなかった

し利用したこと

もない  

35人 

問３ 静岡市葵区小瀬戸・飯間地域に新東名のＩＣとして静岡SAの 

  スマートICが整備されましたが、利用したことがありますか。 

  （静岡市総計） 

図 1：静岡 SAスマート IC位置図 



○静岡市では新東名高速道路及び平成29年度開通予定の中部横断自動車道へアクセスする道路の整備を

進めています。 

 

■新静岡 ICへのアクセス道路 

(1)県道 74号山脇大谷線【H22年度に開通】 

(2)県道 27号井川湖御幸線（葵大橋）【H22年度に開通】 

(3)県道 27号井川湖御幸線【H20年代後半に開通】 

■清水いはら ICへのアクセス道路 

(4)県道 75号線清水富士宮線【H20年代後半に開通予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：新東名高速のアクセス道位置図 



問４ 新静岡 IC へのアクセス道路として(1)県道 74 号山脇大谷線が平成 22 年度に通行できるようにな

りましたが、利用したことがありますか。 

 

選択肢 葵区 駿河区 清水区 静岡市（総計） 

利用したことがある 19 10 11 40 

整備されたことは知っているが利用したことはない 4 7 7 18 

整備されたことは知らなかったが今後利用したい 1 2 2 5 

整備されたことを知らなかったし利用したこともない 9 10 13 32 

 

 

 

【考察】 

県道 74 号山脇大谷線の利用について、「利用したことがある」と回答した方は約４割であるが、整備

されたことを知らなかった方も約３割いる。各区別の結果では葵区では約 6 割の方が利用したことがあ

るが、駿河区、清水区では約３割であった。 

 

 

 

 

 

 

利用したことが

ある,  

40人 

整備されたこと

は知っているが

利用したことは

ない, 

 18人 

整備されたこと

は知らなかった

が今後利用した

い, 

 5人 

整備されたこと

を知らなかった

し利用したこと

もない,  

32人 

問４ 新静岡ICへのアクセス道路として(1)県道74号山脇大谷線が平成22 

  年度に通行できるようになりましたが、利用したことがありますか。 

  （静岡市総計） 



問５ 新静岡 IC へのアクセス道路として(2)県道 27 号井川湖御幸線（葵大橋）が平成 22 年度に通行で

きるようになりましたが、利用したことがありますか。 

 

選択肢 葵区 駿河区 清水区 静岡市（総計） 

利用したことがある 15 5 4 24 

整備されたことは知っているが利用したことはない 6 5 8 19 

整備されたことは知らなかったが今後利用したい 1 0 4 5 

整備されたことを知らなかったし利用したこともない 11 19 17 47 

 

 

 

【考察】 

県道 27 号井川湖御幸線（葵大橋）の利用について、「利用したことがある」と回答した方は全体で約

２割と少なく、葵区で約５割、駿河区で約２割、清水区で約１割程度となっている。葵区以外では利用、

認知度ともに低い結果となった。 
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整備されたことは
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問５ 新静岡ICへのアクセス道路として(2)県道27号井川湖御幸線（葵大橋） 

  が平成22年度に通行できるようになりましたが、利用したことがありま  

  すか。（静岡市総計） 



問６ 新静岡 ICへのアクセス道路として(3)県道27号井川湖御幸線の4車線拡幅整備を進めていますが、

整備を進めていることについて知っていますか。 

 

選択肢 葵区 駿河区 清水区 静岡市（総計） 

知っている 14 5 4 23 

知らない 19 24 29 72 

 

 

【考察】 

県道 27号井川湖御幸線の 4車線拡幅整備を進めていることについて、全体で約７割の方が「知らない」

と回答しており、区別の結果でも葵区以外の認知度は低い結果となった。 

 

 

問７ 清水いはら ICへのアクセス道路として(4)県道 75号清水富士宮線のバイパス整備を進めています

が、整備を進めていることについて知っていますか。 

 

選択肢 葵区 駿河区 清水区 静岡市（総計） 

知っている 9 3 16 28 

知らない 24 26 17 67 

 

 

知っている 23人 

知らない 72人 

問６ 新静岡ICへのアクセス道路として(3)県道27号井川湖御幸線の4車線 

  拡幅整備を進めていますが、整備を進めていることについて知ってい 

  ますか。（静岡市総計） 



 

 

【考察】 

県道 75 号清水富士宮線のバイパス整備を進めていることについて、全体で約 7 割の方が「知らない」

と回答しており、区別の結果でも清水区以外の認知度は低い結果となった。 

 

 

問８ 静岡市の道路全般について、厳しい財政状況の中で、効果的な道路整備を進めていくには優先度

をつける必要があります。以下の中から、あなたが特に優先度が高いと思うものをあげてください。

（選択は 3つまで） 

 

選択肢 葵区 駿河区 清水区 静岡市（総計） 

地震や大雨などの災害への備え（緊急輸送路、避難路の整備、橋梁の耐

震補強など） 
12 8 18 38 

歩行空間の確保（歩道の整備、電線類の地中化など） 15 10 8 33 

交通事故対策（歩道の設置、カラー舗装、防護柵設置など） 8 8 13 29 

市街地の渋滞対策（交差点改良、踏切改良（立体化）など） 8 11 9 28 

自転車利用の促進（自転車道、駐輪場の整備など） 11 11 6 28 

公共交通機関の利用促進に向けた道路整備（バスの利便性向上や LRT

（次世代路面電車）導入など） 
8 8 6 22 

市街地の道路整備（都市計画道路の整備） 4 6 10 20 

知っている 28人 

知らない 67人 

問７ 清水いはらICへのアクセス道路として(4)県道75号清水富士宮線の 

  バイパス整備を進めていますが、整備を進めていることについて知っ 

  ていますか。（静岡市総計） 



広域交流拠点（高速道路 IC等）への道路整備（高速道路アクセス道路等

の県道・市道の整備） 
7 3 7 17 

道路のバリアフリー対策（歩道の段差解消、点字ブロックの設置など） 6 5 5 16 

中山間地域の道路整備（山間地と市街地の連絡強化） 6 2 3 11 

道路管理の充実（日常的な維持修繕（清掃・舗装修繕など） 3 4 2 9 

道路標識の整備（わかりやすい情報の提供を心掛けたサイン計画など） 0 3 5 8 

道路景観の改善（植樹、植栽による緑化の推進など） 0 2 1 3 

沿道環境の改善（高機能舗装等による騒音の低減、防音壁設置など） 0 1 0 1 

 
赤字：上位 3位以内の選択肢 
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地震や大雨などの災害への備え（緊急輸送路、避難路の整備、

橋梁の耐震補強など） 

歩行空間の確保（歩道の整備、電線類の地中化など） 

交通事故対策（歩道の設置、カラー舗装、防護柵設置など） 

市街地の渋滞対策（交差点改良、踏切改良（立体化）など） 

自転車利用の促進（自転車道、駐輪場の整備など） 

公共交通機関の利用促進に向けた道路整備（バスの利便性向上

やLRT（次世代路面電車）導入など） 

市街地の道路整備（都市計画道路の整備） 

広域交流拠点（高速道路IC等）への道路整備（高速道路アクセ

ス道路等の県道・市道の整備） 

道路のバリアフリー対策（歩道の段差解消、点字ブロックの設

置など） 

中山間地域の道路整備（山間地と市街地の連絡強化） 

道路管理の充実（日常的な維持修繕（清掃・舗装修繕など） 

道路標識の整備（わかりやすい情報の提供を心掛けたサイン計

画など） 

道路景観の改善（植樹、植栽による緑化の推進など） 

沿道環境の改善（高機能舗装等による騒音の低減、防音壁設置

など） 



【考察】 

各道路施策の優先度について、は「地震や大雨などの災害への備え」と回答した方が 38人と最も多く、

次いで「歩行空間の確保」が 33 人、「交通事故対策」が 29 人、「市街地の渋滞対策」及び「自転車利用

の促進」がそれぞれ 28人であった。総合的に防災対策を含めた安心安全への関心の高さがうかがえた。 

 

 

問９ 新東名高速道路を利用することで首都圏や中京圏から静岡市の中山間地へのアクセスが大きく向

上しました。中山間地域を横断している新東名は、「オクシズ」の活性化に寄与していると感じます

か。 

 

選択肢 葵区 駿河区 清水区 静岡市（総計） 

感じる 6 4 10 20 

感じない 13 6 7 26 

わからない 14 19 16 49 

 

 

 

 

○ 寄与すると感じた具体的な理由 

・最近オクシズと言う言葉を、良く耳にすることが増えたような気がする。テレビ、雑誌でも紹介され

ているので興味が湧いてきた。 

・新聞等の報道で山間部の各地に観光客が訪れ賑わいが目立っているとのこと、さらに PR をし、地域

感じる 20人 

感じない 26人 

わからない 49人 

問９ 新東名高速道路を利用することで首都圏や中京圏から静岡市の中山 

  間地へのアクセスが大きく向上しました。中山間地域を横断している 

  新東名は、「オクシズ」の活性化に寄与していると感じますか。 

  （静岡市総計） 



活性化に寄与することを祈願しています。 

・特産品販売の促進、観光面。 

・他県プレートの車を見ることが多くなった。 

・新東名のＩＣが山間部に位置する場所が多く、その周辺の道路が整備されたり、店舗が増えたりした

から。 

・静岡ＳＡや清水ＳＡ等で、静岡市の中山間地の特産品が購入できるようになり活性化に寄与している。 

・自然を目玉としている観光が多くなってきている。 

・雇用の面 

・新東名を利用して静岡に行った、という県外の知人の声を聞く機会が増えたから。 

・ICから近いので、交通の便が良くなり、休日に行きやすくなった。 

・サービスエリアができたことでの地元の活性化 

・行ってみようと思ったときに、新東名だと近くなったから 

・山間部へのアクセス 

・マスコミに新東名開通時取り上げられて、一時的には活性化に寄与したとは思うが、この状態が継続

するとは思わない。 

 

【考察】 

「オクシズ」の活性化への新東名の寄与について、「わからない」と回答した方が半数以上と一番多く、

「感じる」と答えた方は約 2 割だった。開通半年後の現状では、新東名開通によるオクシズ活性化につ

いては十分に浸透していないことがわかった。現時点ではオクシズの活性化については「わからない」

と回答した方が多いが、活性化を期待する声を参考に、さまざまな取り組みを推進し、豊かな自然、伝

統文化、多様な特産物などに代表されるオクシズの魅力を広く発信していきたいと考えています。 

 

 

問１０ 静岡市の中山間地域に「オクシズ」という愛称をつけ、ＰＲしていることを知っていますか。 

 

  
（静岡市総計） 

選択肢 回答数 

知っている 66 

知らない 29 

 



 

 

【考察】 

静岡市の中山間地域に「オクシズ」という愛称をつけ、PRしていることについて、静岡市（総計）の

約７割の方が「知っている」と回答しており、大半の方に認知されていることが分かった。 

 

 

問１１ 魅力あるオクシズを作っていくためには、どのような取り組みが必要と感じますか。 

（選択はいくつでも） 

 

（静岡市総計） 

選択肢 回答数 

オクシズ（に訪れやすくするため）の道路整備 46 

キャンプ・サイクリング・トレイルラン・スキー等、アウトドアフィールドの整備 44 

観光地・名所・施設等への案内看板の設置 37 

農林産物等、地場産品の加工・販売拠点の整備 35 

温泉保養地等、健康志向型観光の推進 35 

農林産物の収穫体験等、体験型観光の推進 32 

知っている, 66人 

知らない, 29人 

問１０ 静岡市の中山間地域に「オクシズ」という愛称をつけ、 

   ＰＲしていることを知っていますか。 



首都圏等の都市部へのＰＲの強化（知名度の向上） 29 

水辺を活用した親水空間の整備 26 

観光に対する市民意識（おもてなしの心）の向上 26 

農林産物等、地域資源を活用した新商品開発・ブランド化の推進 24 

神楽・お祭り等、地域の伝統文化を活用した交流の推進 23 

周辺地域（川根本町、山梨県等）との協働によるイベント開催や商品開発等による魅力形成 23 

その他 10 

 赤字：上位 3位以内の選択肢 

 

○ その他の意見 

・周辺諸国等への国際 PRを推進する。 

・オーストラリアの有料自然公園のようにテーマを持って自然を見せる。見せる為のアトラクションと

楽しむ販売が必要。参加し、楽しみながら保護できるような心癒されるイベントがあれば良いです。 

・奥井川の私有地の公有地化。 

・少子高齢化が進む今日、あまり中山間地に経費投下を進めるのはどうかと思う。自然環境の保全程度

でいいのではなかろうか。 

・南アルプスから井川にかけてのユネスコエコパーク認定の運動が行われているが、このために、また

認定後に集客のためにアクセス道路を整備し過ぎると、折角これまで保存されてきた大自然と山間地

の自然の営みが破壊される危険性が大きいので充分検討の上最小限に止めるべきと思う。（各国の世界

自然遺産でも、この問題が深刻化しているところが多くあるので参考にすべき）。生産性が低く成り立

ちにくい山間地の営みをただ保護したり活性化するのではなく、市街地や外部の人たちの人的・経済

的な資材を導入しやすい”道”（仕組み）を造って、自然を破壊することなく双方が交流を深める中で、

自然と共生できる”場”（地域社会）を創出するよう考えて欲しい。 

・難しいかと思いますが出来れば体験型の施設を希望する。 

・滞在型観光の取り組み。学校の長期休みに、安く連泊できるところがあったらいいなと思います。 

・オクシズ地域への定住化に伴う静岡市民の優先的移住計画の推進。 

・子どもと山間部に遊びに行きたいと思いますが、いつもトイレなどの衛生面が気になります。小さい

お子さんのいる家庭では、トイレが整備されているということだけでも出かけやすくなると思います。 

あとは最近住宅地まで、イノシシ・サルがでるので、その辺りの動物の対策も必要だと思います。 

・静岡市に在住していても、「オクシズ」と呼ばれるエリアは遠くに感じています。存在がではなく、距

離です。また、道幅が狭い・路面が悪い等の道路問題だけでなく、そもそも山のため、傾斜がきつい。 

・カーブがきついなどの整備云々で解決しない問題もあります。もし、観光 PRを行うとしても、都市部

から一般層を呼び込む事は現実的ではないと考えます。自転車に乗る人、バイクに乗る人、ドライブ

をする人等、距離と道、景観をポジティブに捉えられる層に向けてアピールをするのはいかがでしょ

うか。また、そういった人たちからの意見を取り込む事で、他にはない、資源や文化・地形を生かし

た発展ができるのではないでしょうか。 

 



 

 

【考察】 

  魅力あるオクシズを作っていくための必要な取り組みについては、「オクシズの道路整備」と回答し

た方が最も多く、次いで「キャンプ・サイクリング・トレイルラン・スキー等、アウトドアフィールド

の整備」、「観光地・名所・施設等への案内看板の設置」であり、ハード整備に関して多く意見が集まっ

た。また全体的に意見が各選択肢で分散していた。今後のオクシズの発展について、多くのことに取り

組む必要性を感じた。 

 

 

 

 

問１２ 静岡市の道路全般に対する意見、要望等ありましたら自由にご記入ください。 

 

○ 道路網の計画等に関する意見（１３件） 

・唐瀬街道；南に向かって４車線化している。大変ありがたい。しかし、北街道でストップする。八津

山に早くトンネルを掘り、東静岡駅と結んでほしい。反対者いること、承知しているが協力する。ま

ずは、自転車トンネルを作れ 
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オクシズ（に訪れやすくするため）の道路整備 

キャンプ・サイクリング・トレイルラン・スキー等、アウトドア

フィールドの整備 

観光地・名所・施設等への案内看板の設置 

農林産物等、地場産品の加工・販売拠点の整備 

温泉保養地等、健康志向型観光の推進 

農林産物の収穫体験等、体験型観光の推進 

首都圏等の都市部へのＰＲの強化（知名度の向上） 

水辺を活用した親水空間の整備 

観光に対する市民意識（おもてなしの心）の向上 

農林産物等、地域資源を活用した新商品開発・ブランド化の推進 

神楽・お祭り等、地域の伝統文化を活用した交流の推進 

周辺地域（川根本町、山梨県等）との協働によるイベント開催や

商品開発等による魅力形成 

その他 



・静岡市中心街が街全体をショッピングモール化しようと活性化を進めている中で、郊外の道路整備を

進める事は郊外の大型モールへの流出につながり、中心街の発展を脅かしているように感じます。道

路だけを見るのではなく、まちづくりを含めた広い視野で進める道路作りを希望します。 

・中心市街地の道路整備特に通称「北街道」の鷹匠町付近の拡幅等道路整備を早急に実施して欲しい。 

・市中心部を通らずに藤枝－清水間を横断できる幹線道路の整備を優先して欲しい（静岡大橋から東側） 

・これからは医療、教育などを念頭におけば都心回帰に向かうことはほぼ間違いない。中山間地の開発

も一理はあるが人口動向を頭におけば都心での生活環境づくりに力点をおかねばならないのは当然で

あろう。農産物や観光のための道路も不可欠ではあるが基本路線を軸にする程度でよかろう。但し、

私的道路の法的緩和には支援をしたい。 

・機能的な道路整備を行い、日常生活に寄与するように切望する。 

・家の近くで道路の拡幅工事をしていますが、拡幅する必要を感じません。それにより街の賑わいを失

っています。総合的に判断をして欲しいと思います。 

・無駄な道路を作る事無く、優先順位を決めるべきだと思う。 

・静岡 SAから市街地に行く道の整備をお願いしたい。 

・国道 362号の安西橋からバイパスまでの区間の開通予定を一日も早くしていただきたい。混雑の影響

で若者の地域離れに歯止めがかからなくなっている。全線開通２年後でなく平成 25年度中にぜひお願

いしたい。高齢者ばかりの地域になりつつある。地域に住んでいるものよりの声。 

・市街地の道路整備にもあてはまることですが、静岡市はもとより静岡県にとって、東海道に沿った道

作りばかり進めてきて、その交通網に直交する南北道を整備することを、積極的に計画したことがあ

るのでしょうか・・・？ 隣県との交通について、あまりにも道路網整備が遅れていると思います。こ

のような県は、我が国において高知県と静岡県だけです。北側に隣接する他県との交通網が少なく、

閉鎖的になっていることは、静岡県の歴史が物語っているようですが、特に山梨県との交通網整備は

可及的早期に成されるべきと思います。空港整備より先に、北に隣接する他県との道路整備が必要だ

ったと思います。 

・静清バイパス早く２車線にしてください。中部横断道は費用対効果があるのか今一わからないですね。 

・他県の人に言わせると静岡の道路は酷すぎるそうです。他県から積極的に経験者を募集、引き抜き、

もしくは協力を仰いでみたら？ 個人的には JR清水駅裏からエスパルスドリームプラザまでの道路を

整備して欲しいですね。JR清水三保線が無くなり不要になった高架を撤去、流通通りのような形にし

て大型店舗を誘致。もちろん大型駐車場付き。鈴与などの民間と協力して。公共施設は作らないのを

前提で。 

 

○ 自転車道や歩道に関する意見（１３件） 

・朝晩の交通渋滞は、一時的だから許せる範囲と思う。道路整備も悪くはないと思う。自転車との並行

走行を、お互いが納得できる走りになれば良いが。 

・自転車道の段差。整備され見掛けはきれいになっていますが、実際走ってみると、段差が多く走りに

くいと思います。車でなく、自転車で走ってみてください。 



・自転車と歩行者用の道路が今、いろいろな箇所で工事されていて、交通事故防止および安全な道作り

のためにも、いいことだと思います。これから高齢化の時代を見据えてもバリアフリーの道路が増え

て、お年寄りの方でも利用しやすい状況を作ってほしいと切に願っています。 

・自転車道路をどんどん整備してください。 

・自転車専用道路の整備を早急にして頂きたい。古い歩行者用の道路が自転車も通る事が出来ている地

域があるが車道との区別がコンクリートで区別されていて返って危険であるし自転車の場合ボコボコ

と交差点を渡るたびに段差にのりあげ乗り心地が悪い。段差をなくし平らにし色で区別して頂きたい。 

歩道をレンガ等で敷きつめるのでなく平らな面を保つ舗装にしていただきたい。何故ならレンガ等が

敷きつめられている歩道は劣化し、はがれ壊れとれていて歩行者も自転車も通るのに不愉快をかんじ

ているから……要するにアフターケアーがなされていないのです(清水区内)。 

・自動車を対象にした道路整備ばかりでなく、自転車に対する道路整備が急務だと思われる。近年、自

転車レーンの整備が進んでいるが、まだまだその割合は少なく、このままでは自転車と歩行者との間

で事故やトラブルが増加すると思われる。同時に駐輪場の整備も必要。 

・歩道における自転車走行は、自転車利用者にとっては 安全面等のメリットがあるとは思いますが、歩

行者に とっては、自転車との接触などデメリットが多くあります。走行に関する更なるきめ細かいル

ール作成とそれを守らせる 指導？等が必要ではと思います。 

・自転車通行帯の充実をお願いします。自転車が車道を走行するのは、歩道を走行するより安全なので

しょうか？確かに歩道は歩行者との接触などで危険です。しかし、車道も、車のすぐ側を走ることに

なるので、危ないと感じることが多いです。すべての道路には難しいとはおもいますが、せめて、学

校（中高）の近くの道路には、早急に施工して欲しいと願うばかりです。 

・よく使う道路（南幹線など）で、車道と歩道の段差がきついように感じる。自転車（本来は車道走行

だが）や車椅子だと横断歩道を渡る時に段差がきついと思う。 

・仕事で患者様との屋外歩行練習を行っていますが、その際に歩道の段差にて転倒される方を多く知っ

ています。これもリハビリとして訓練していますが、介助が常に必要となってきます。転倒した事実

で 気力を喪失されてしまいます。単独歩行でも安心して屋外歩行が出来るようバリアフリー整備を

検討して頂きたい。 

・静岡市のまちなかの道路を自転車・歩道・車道等の区別を明確にし、歩行者優先を第一に考えて、ス

ピード感を持って整備していただきたい。 

・関西から来た私が見ると市内の交通手段が非常に不便に感じた。私鉄が清水に向けてしかなくオクシ

ズ方面には自家用車で向かうしかない現状。しかも井川梅ヶ島方面に向かっての道は良く崖崩れを起

こしているし車のすれ違いが危ないところも多い。また、バスが不便なので自転車で市内市街を動く

人たちが多いにもかかわらず自転車道の整備が遅れている。自転車道を整備すれば自家用車を使わず

に通勤したり中心街に出る人が増え町の活性にもつながると考えられる。特に現在私が住んでいる昭

府前後あたりから町に向かう「安倍線」は自転車の利用価値が高いのに非常に自転車で走りくい。現

在調査をしているらしいとのことだが新東名にもつながる道なので早急に改善してもらいたい。 

・平坦な地形なので自転車の利用がしやすい。地球環境にも大変良い静岡市に来てもらうため、まず車

の集合地点に宿泊施設のハブを作る。せっかくの自然環境を楽しむために、自転車で動ける範囲に体

験講座を設ける。新東名の近くにも、清水の海側にもハブを作る。沢山の拠点を作る事によって、全



てを車社会に改造する必要はなくなる。その地域の人たちの活躍のチャンスが増えると思います。Ｈ

Ｐやキャンペーンで静岡の良さをアピールして欲しい。 

 

○ 渋滞に関する意見（９件） 

・静岡市って、車が多いような気がします。ちょっとしたことでの渋滞で…裏道に車が流れてしまい、

狭い道路が混雑していることもあるし…一方通行なのに道路の幅が広くてなのでしょうか?侵入して

くる車もあって、怖い時もあります。 

・公共交通機関の中心がバスであるために、交通渋滞による遅延は気になります。但し、ドライバーと

しては、比較的走り易い道路が多いのではないかと感じます。 

・かつての状況に比べれば、自然渋滞は少なくなったように思える。しかし、昼間の工事による渋滞は

逆に増えた？様に思える。緊急性の高い工事は「昼間」でもやむを得ないが、極力「夜間」に対応し

てほしい。 

・一般道の渋滞対策をお願いしたい。交差点の右折レーンの設置をお願いしたい。日本平動物園、草薙

球場付近の慢性的な渋滞を何とかしてほしい。体育館ができるとなおさら心配です。日本平観光への

悪影響もあります。 

・街中の道路、特に大型店がある道路等渋滞するので、土地の広さはむずかしいので、空間を利用の立

体交差などの道路を作れば良いと思います。 

・慢性的な渋滞箇所があり、またそれを回避できるルートも少ない。自動車で移動する人が多い静岡で

は快適なドライブができない。ぜひそのあたりを重点的に整備してもらいたい。 

・通勤時の渋滞緩和のためバイパスの車線が早く全部片側 2車線になるようにして欲しい。 

・東静岡近く(旧道)、柚木から長沼に行くところの交差点が今後変わると聞きました。住民にとってます

ます利用し辛くなっていると思います。もっと、近隣住民の声を聞いてください。また、長沼駅の踏

切の遮断機が下りるのが早いです。まだ、新静岡に向かう電車が長沼駅に停車しているのにレンタカ

ー屋さんの前の踏切も遮断されています。同じく、まだ柚木駅あたりなのに、下り電車の時も早々に

遮断機がおります。旧道が込み合っていて、朝は危険です。もう少し流れがよくなるようにしてくだ

さい。 

・駿河区の渋滞が著明。 

 

○ 道路の維持補修に関する意見（８件） 

・全般的に道幅が狭いと感じる。狭い道などにもミラーを取り付けてほしい。 

・財政が厳しい状況ですが、地域活性化などに寄与する新設道路の整備と同様に、老朽化した道路の補

修もまた安全対策上の必須事項と思います。 

・街のみんなが利用する公共施設付近の道路は点検と管理、改善を優先的に行って欲しい。松富郵便局

前の歩道の舗装が壊れていて危ないです。ベビーカーなどひっくり返りそうになります。 

・井川の生活道路を災害に強くしてもらいたい。 

・何年も何年も、雨が降ると必ず大きい水たまりができる道路や歩道の整備をどんどんやってもらいた

いです。水たまりはいつもないからと軽く見ていませんか?一般的に高速道路より生活道路の方が必要

とされる頻度が高いと思うのですが・・ 



・車にも歩行者にも自転車にもとにかく優しくない造りで、他県や他市から来た人に不評です。幹線道

路ばかり舗装がなされ、市道部分の舗装はガタガタの上、白線などもすっかりはがれおちていても何

年経過しても改善されないというメンテナンスの部分でも非常に怠慢な状態だと感じています。また、

緑化しない場所が多いので、ヒートアイランド現象が非常に問題になっている温暖化を食い止める政

策も全く機能していないのが静岡市だと思います。他県の方がいらっしゃったときに「政令指定都市

なのに、道路はガタガタで、緑もないし、ゴミも散乱している路側帯など、行政はなにをやっている

の？」と辛辣なご意見を頂戴したときは静岡市民として情けない気持ちになりました。この声が届く

ような市政ならもっと声高に訴えたいことではありますが、市は問題であろうと思う件をメールして

も対応が行き届く部署と、全く取り合わない回答をする部署とが混在しています。もう少し視野を広

げて、「お役所仕事」と揶揄されぬような道路整備に力を入れて欲しいと思います。よく事故が起きる

道路の改修などの視察の様子などをテレビのニュースで見かけますが、その際に何故女性の方の姿が

少ない、または全く見えないというのが気になります。もう少し女性目線での事故防止や道路作りに

着目されては如何でしょうか？そのためならこういったモニターや市民参画を積極活用すべきではな

いでしょうか？ 

・道路が整備され便利なってきていますが三保～静岡方面に抜ける道路が少ないように思えます。又草

薙の南幹線から農面道路にかけて幅が狭くとても危険です。中央分離帯や歩道の植え込みのゴミが多

くとても気になります。業者を頼むのもよいのですが近隣の住民がボランテアやっていただけるとあ

りがたいです。 

・他県と比べ、静岡市の道路状態は劣っていると思います。特に山間部への道は強く感じます。 

 

○ 新東名高速道路に関する意見（７件） 

・新東名が開通したことにより県内の観光レジャースポットが脚光を浴び、実際に観光客増加につなが

ったことが素晴らしいと思う。これからの道路事業の拡大などで県内がもっと繁栄することを期待し

ています。 

・新東名が開通したので、災害時等に有効利用されるかと期待しています。 

・道路開通により市街地が拡大させる事にあまり良い印象を持っていません。新東名は結果的には大変

良かったと思いますが、アクセス道路を増やす事による自然破壊や動物保護が気にかかります。 

・新東名開通で抜群に現東名が楽になった、効果大なり！ 

・新静岡インターチェンジが出来た時に、なぜ SAを設けなかったのかと思います。『オクシズ』と言い

ますけれど、かなりの長距離なので、その前にワンクッション必要であったと感じます。ただの移動

手段になってしまっては、いくらオクシズで「こんなに良いトコロですよ」とアピールしても遠すぎ

るんです。ココロが掴めないです。又、道路工事が進んでいますが、相変わらず自転車道は段差が激

しく危ないです。近年 自転車のマナーが言われていますが、ほんの２ｃｍの段差にタイヤをとられ

てしまうんです。子連れで自転車に乗る方もいます。お年を召して乗られている方もいます。免許を

返還したり、他に手段がなくて乗られている方も大勢います。正直 車道を並走するのは恐怖です。

なぜ車道は平で走りやすいのか。段差があっても車のタイヤは太くて安定しています。実際に子供も

荷物も乗せて走ってみてください。私自身、子供を産み、子乗せ自転車で走る事の難しさを知りまし

た。とても不安定な乗り物です。しかし、免許を持っていないので常に移動は自転車です。静岡は車



社会と言われますが、自転車人口も多いのが現実です。一度作ったら長く使う道路です。車の事ばか

り考えた「これくらいでいいだろう」と言う形だけの道路作りは無意味に思えます。 

・新東名は便利だが、それがすぐ経済効果とはあまり感じない。国道の拡充とその周辺の整備があると

利用者としては便利だろう。 

・市内では無いが新東名の標識で問題を感じた。静岡へ戻るため新東名引佐 I/Cに入る時、左折「東京、

名古屋」方面、右折「東京、～ 」方面とあり、とっさの判断で左折してしまい遠周りとなった。表

示として「三ケ日経由名古屋」等とあれば問題なかった。 

 

○ 工事の施工に関する意見（６件） 

・市内生活道路の拡幅工事や新設工事を見ていると、その進め方が非常に遅い。予算の関係であるにし

ろあまりにもテンポが遅すぎる。こんなに時間がかかるなら１点集中で行い一刻も早く完成させ、終

ったら次に取りかかると行った方策を採るべきではないかと常々痛感している。 

・１）住宅地の道路で、舗装更新工事をやって間もなく下水工事のために剥がして、工事中仮舗装して、

再度本舗装するなど担当部門の違いや予算計画が短期的なためと思われる非効率な工事スケジュール

が見受けられる。せめて５～１０年程度の中期的なスパンで一つの道路に関する全担当部門の工事計

画を一括して、最も効率的な工事計画を立案した上で実施して欲しい。 

 ２）住宅地の雨水ピットの更新工事はその地域の自治体（自治会）からの要請に基づいて実施されてい

ると関係者から聞いているが、実際に行われている道路を見ると、もっと工事の必要な優先順位の高

い（雨水ピットに限らず）道路が他にたくさんあるのにと思うことがある。担当部門は実施決定前に

実地検分で精査の上、声の大きな自治体の要求を優先することなどの無いよう対処して欲しいと思う。 

・道路整備を進める上で、なぜ部分部分から実施するのか？結局道路を拡張出来ていても、ガードレー

ルで止めており、１車線しか使用できず、かえって交通渋滞や事故になりやすくなっている。水道や

ガスなどでの工事も一緒にやって頂きたい。縦割り行政はわかるが、地域分権に移行しようとしてい

る今、時代遅れなやり方と感じる。 

・着手した道路工事は完成までの期間が長すぎるように感じることがあります。集中的に工事を進めて、

工事期間中の不便を解消してもらいたい。 

・工事期間があっても「延長」が多く、結局いつになるのかわかりません。始めから「長期間」で予定

を組むことはできないのですか？ 

・工事を開始してから完了するまでに時間がかかりすぎるような気がします。 

 

○ 通学路に関する意見（４件） 

・子供たちの通学路の整備をお願いします。 

・通学路の整備がまだ不十分な所が多い。道路がカーブしていたり、すれ違いが困難だったりする場所

にも関わらず、安全な形態の歩道が確保されていない場所が多い。各自治体で、実際に歩いてみて、

危険な箇所を挙げ、子供たちの安全の確保のために、一日も速く整備を進めてほしい。 

・他県から引っ越してきたので感じたことですが、自動車の運転マナー、中高生の自転車のマナーが最

悪です。そこへきて道路事情も悪い。これで交通事故が減る訳ありません。小学校の通学路を点検し

てみてください。いかに危険なところばかりを通って学校に通わなくてはいけない状況にあるのか。



狭い道路、車道と歩道に区別のつかない道路にガードレールもない、そこへスピードを出し携帯電話

を使用しながら運転する車の乱入、事故が起きないほうが不思議な状況です。用地買収など道路整備

には時間やお金もかかるでしょうが、お金をかけずに安全を確保する方法もあるのではないですか？ 

狭い道には車の通行を禁止するなど完全歩車分離を目指して欲しいと思います。オクシズについて 確

かに魅力のあるところだと思いますが、あんなにアクセス道路の整備されていないところには、出か

けるのが面倒です。岐阜県山間部などの道路整備事情でも見習ってもらいたいです。 

・新東名や中山間地への道路整備より、交通事故対策や、災害対策など、命に関わる事を重点的に行っ

て欲しいです。特に、歩道整備では、車と登下校中の小学生との交通事故が何件かあったので、早急

に行って欲しいです。災害対策も地震対策だけでなく、大雨や津波対策を考えて、沿岸部は高台への

逃げ道を整備するなど、こちらも早急に考えなければならない問題です。 

 

○ オクシズや環境保護等に関する意見（４件） 

・最近目に見えて周辺道路が良く整備されていると感じられますが、緑化等の環境整備にも配慮し美し

い静岡市を形成してほしいと思います。 

・オクシズは私の故郷でもあるため、よりよいオクシズの発展に道路事業が貢献してくれることを期待

しています。 

・静岡市街地の道路は本当に走りにくい。というよりも、市街地に車で出掛けて行くのが大変です。一

番の理由は小さな駐車場が点在していて、どこの施設がどこと提携しているのかが明確に分からない

から。個人的な意見をいわせてもらえば、お堀の内に大きな立体駐車場（お城の外観？）があり、そ

こが低料金で利用出来たりしたら、もっと街中も人が出掛けて行くようになるのではないかと思いま

す。 

新東名は路面が良く走行しやすいため、ときどき利用していますが、基本的に旧東名のインターが近

くにあって利用しやすいため、新東名が出来たことによる、直接的なメリットを感じていないのが現

実です。 

オクシズへの道のりは、変わらず道路幅が狭く走行しにくいとは思いますが、現在の改善点としては、

それをおして、そちらへ出掛けて行こうと思いたくなるような、魅力的な目的地が無いことだと考え

ます。実際に、オクシズを走りながら考えてみても、立地から考えられる施設案はいくつかあり、ま

だまだ未開拓の地域であることのように思われます。 

・整備が進み使いやすい道路になりつつあると思いますが、昔からそこに住んでいる人たちにとっては

もしかしたら交通量が増えて自然が減っていることを危惧している人がいるかもしれません。道路整

備とともに自然環境保護もしっかりとして欲しいです。 

 

○ 広報に関する意見（３件） 

・今回紹介のあった新東名へのアクセス道路等に関する情報が市民に伝わらないのがほとんどと思いま

す。改善策として身近な情報は広報誌等に掲載して PR拡大を図って頂きたいと思います。 

・どこでなにをやっているのか、このアンケートで初めて知ったことが多いので、はっきりＰＲをして

いってほしい。 



・地元(極近所）でないと工事をしている事とかもわからないし 又、利用する機会もないと道路の開発等

もわかっていない現状をこのアンケートによって痛感しました。 

 

○ その他意見（５件） 

・他府県に比較して、静岡市の道路状況は全体的に劣っているのでは無いかと感じる。（狭い道路が市内

に結構残っていて災害時など機能しないのでは無いかと危惧する） 加えて、市に直接的に責任は無い

が、ドライバーのマナーはかなり悪い。特に歩行者保護の観点から見ると悪い。このため歩行者保護

のための道路整備も必要ではあるが、ハードの整備だけで無く、警察と緊密に連携を取り、取り締ま

り、指導を徹底するなど、ソフト面の整備にも力を入れ、ハードの整備費軽減にも努めたらいかがと

思う。 

・新東名高速道路は開通し、中部横断自動車道も計画中であり、交流人口を増加させる為の主要幹線道

路へのアクセス道路は、計画通りに進める事が重要であるが、観光客が静岡市を訪れた時の移動方法、

高齢者や一般市民の健康面を考えた移動方法として、市街地のトランジットモール化を積極的に推進

する事が必要である。その為にも、自転車道の整備、バスやＬＲＴ網の整備を早急に進めることが重

要である。 

・道路が狭い所はずっと狭い。道路が出来ると言って、なかなか出来ない。そんなもんだろうけど・・・。

後は今日、興津公民館へ行ったら、清水へ帰る道で、富士山ナンバーで無理な追い越しに会い、中央

線は白じゃなくて黄色で良いんじゃない?って思いました。片側一車線しかないのに、あんな無礼な車

がのさばるのは静岡にとって良く無いです。 

・とにかく、不便です。以前、仙台に住んでいたことがあるのですが、仙台は横にＪＲ、縦に私鉄がは

しっており、道路も広くバスが使いやすかったです。静岡（特に静岡市）は平地が少ないこともある

と思いますが、主要道路でもせまく、バス路線もよくないです。なので、住宅は便利なところにかた

まってしまい、山間部はいつまでも拓けないのではないでしょうか？ 山間部を含めた地域まで山手線

のような電車を走らせたりすれば、山間部も拓け、住宅問題、（車に乗る人が少なくなり）環境問題、

さらには海岸部から離れることにより地震による津波被害なども減らせるのではないかと思います。 

・広い静岡市で経済の活性化をするには、より過ごしやすい車社会にする必要があるように感じる。バ

イパス等の効率よく長距離移動ができる道路は、出かける意欲を高めるように感じる。その上で、エ

コカー推進の政策を併せれば、環境にも配慮できる。街中は公共交通機関、郊外は自動車という政策

を進めていっていただけると、個人的にはありがたく思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総括】 

 今回のアンケート調査により、新東名高速道路及び本市が整備を行うアクセス道路の開通によって、

市民の方が実際に感じた効果や、よりアクセスしやすくなったオクシズの活性化に対する期待の声、並

びに静岡市の道路整備に対する様々な意見をいただくことができました。 

 新東名高速道路開通による効果といたしましては、新たに高規格幹線道路が整備されたことによる、

遠距離移動におけるアクセス向上はもとより、本市が整備を行なうアクセス道路と連携して、災害時の

救急救命活動や支援物資の輸送道路としての機能を担う防災機能の向上について多くの方が効果を感じ

ていることがわかりました。 

 また、これまで東名高速道路を利用していた自動車が新東名高速道路へ転換したことにより、東名高

速道路本線及び静岡 IC、清水 IC周辺の道路の渋滞の緩和についても実感されている方が多くおりまし

たが、一方で、新静岡 ICのアクセス道である県道山脇大谷線の交通量が増加し、朝夕のピーク時に渋滞

が発生するなど新たな課題も生じており、今後早急に課題解消の為調査・対策を実施していきたいと思

います。 

 新東名高速道路の各 ICへのアクセス道路の整備について、今回のアンケートを通じて初めて知る方が

多く、想定していた以上に認知度が低いことが明らかになりました。 

今後道路事業を市民の皆さんにより理解していただき、推進していくために、道路事業の必要性やそ

の効果などを、分かりやすい広報活動でお知らせしていくことが必要であると強く実感しました。 

新静岡 IC 

県道山脇大谷線 

新東名高速道路 

至 静岡市街地 

至 井川 

新東名高速道路新静岡 IC付近の様子 



 オクシズの活性化への新東名の寄与については現時点では、まだ実感している方は少ないですが、新

東名高速道路の開通前に比べて市内ＩＣの、日当たり出入り交通量が約２割増加しており、今後広域交

流の活発化と、オクシズの温泉施設や農産物加工販売所等への来訪者の増加による活性化が期待されま

す。 

 このアンケートで確認させていただいた市民の皆さんのニーズを的確に計画に反映し、道路利用者の

皆さんに満足していただけるようなみちづくりを進めていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 


