
道路空間の維持・活用の展開の提案

（１）アダプト制度と活動団体の支援に関する提案
市民活動団体等が道路空間の維持管理を担う静岡県の支援
の仕組みとして代表的な「しずおかアダプト・ロード・プ
ログラム」は、2010 年度には登録団体が 104 団体となっ
た。政令市の静岡市・浜松市は合計で 100 団体、市町の
道路アダプト制度等も創設されて合計で 550 を超える団
体が登録され、登録者も 38,000 人を超えている。登録参
加団体・参加者も年々増加傾向にある。
その他、国土交通省のボランティア・サポート・プログラ
ムもあり道路愛護の活動に取組む団体が増えている。

本調査で活動団体等へのヒアリングを通じて、アダプトに
は登録したものの、道路管理者と登録団体の情報交換、道
路管理者がアダプト等に取組む団体の活動の掌握ができて
いない地域も見られた。したがって、アダプトに関する登
録団体と県や市町の道路管理者の情報交換が円滑にいって
いるとは言い難い。特に、市民活動団体相互の交流や情報交換もな
いことがわかった。
毎年「協働の底力」と称して、道路以外に河川や公園、海岸などの
土木全般に係る維持管理・利活用に取組む団体の集まりはあるもの
の、「道路空間」に関わる団体の集まりがないことも指摘された。

アダプトは、静岡県以外に市町、国土交通省なども類似の制度を創
設しており、活動する団体が縦割り化の傾向にあると思われる。道
路空間における課題解決策の共有化も必要であると思われる。
活動団体の高齢化や個別では対応できない多様な課題も増えており、
地域の団体相互の連携も必要になっており、行政との協働だけでな
く、企業と市民活動団体の協働、市民活動団体同士の協働の取組む
も増えている。

そこで、道路空間も維持管理から利活用まで道路に関わる様々な団
体が多岐にわたる活動をしており、それらの活動から得た現場の知恵を共有するための、集い（フォーラム）
の開催を提案する。

5

国土交通省
ボランティア・サポートプログラム

８月の「道路ふれあい月間」一環として開催、国・県・
市町が管理する「道路」全部を対象とし、縦割りで
はなく、横串を刺すための活動と位置付ける。
したがって、道路のアダプトだけに限らず、道使い
（利活用）の分野の活動団体も含めた様々な道に関
わる団体の情報を交わす場「道・まちフォーラム（仮
称）」を開催する。

提案の内容

●道路空間の維持管理・利活用に関わる団体の情報交換の場「道・まちフォーラム（仮称）」を開催

国土交通省では「道路愛護団体等表彰」という制度があり、８月の「道路ふれあい月間」の一環
として、国道の清掃や、沿道花壇の植栽・管理などのボランティア活動を継続して行い、道路愛
護に功績があった団体・個人に対して、感謝状を贈呈し、その功績を表彰している。
全国の各都道府県では道路のゴミ拾いなどの道路清
掃活動、沿道への草花の植栽、道路の植樹帯の手入
れなど道路及び沿道の環境を美しく保ち、快適な道
づくりのため定期的に活動をされている民間の団体
又は個人を対象に知事より表彰を行っている。
静岡県では、県道路利用者会議会長賞（道路愛護優
良団体表彰）があるが、利活用の分野まで包含した「道
路空間」に係る優れた市民活動・企業の社会貢献活
動を表彰していくよう拡充していく。

●道路空間の維持管理・利活用に関わる団体の表彰制度（拡充）
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（２）道の駅と風景街道が連携した取り組み
道路空間の利活用として、日本風景街道が創設され、静岡県内では５ルートが登録されている。新東名高速
道路が既成市街地の北側を通過することから静岡県の北部中山間地域の振興にも役立つものと期待されてい
る。また、中部横断自動車道、三遠南信自動車道など南北幹線道路の整備も着々と進んでいる。
また、東日本大震災において道の駅や高速道路のＰＡ・ＳＡが防災の基地、震災復興の中継基地として役立っ
たことから、「道の駅等の防災拠点化」が検討されている。静岡県の交通ネットワークビジョン検討会でも「道
の駅等」の防災拠点化や交通結節点として周遊拠点化など地域との関わりを高める“処方箋”が打ち出され
ている。

今回の事業において、道の駅と風景街道と重なる場所を地域住民と市民活動団体との協働により維持管理・
利活用していくモデル事業を実施した。プチメンテナンスは、成果が目に見えるため関わった住民等からは
満足度が高く評価された。プチメンテナンスを風景街道の取組みの１つとして実施することで、地域住民の
関わりが強くなると思われる。

国の直轄国道の「道の駅」は、国土交通省において骨格幹線道路沿道での防災拠点化の検討及びモデル事業
が始まっている。また、情報提供施設・設備がユーザーに利用されていないという指摘から、情報提供施設
の在り方も検討されている。

静岡県内の道の駅
　・国直轄道路沿道
　・県管理道路沿道　
　・政令市管理道路沿道

○防災拠点化
○情報提供施設の在り方

モデル事業

計 21駅
7駅
11駅
3駅

静岡県の管理する道路の道の駅は、中山間地域に整備されているケースが多く、地域住民の生活に密着し、
かつ観光振興の拠点の両面で寄与している道の駅が多い。したがって、国直轄の道の駅とは違うニーズもあ
ることから、静岡県管理道路における「道の駅」の防災拠点化、情報提供の在り方などを研究・検討する必
要があり、１１駅の中でモデル的な事業も望まれる。
モデル事業については、次世代型の環境負荷軽減も叫ばれていることからＥＶ車対応の充電施設の取組みも
加えて総合的な利活用策とすることが望ましい。ハード面だけでなく、地域の案内人や市民活動団体との協
働によるソフト重視の維持管理・利活用策に取組む。

ぐるり・富士山風景街道のルートにおいて、景観を
重視する朝霧地区では住民との協働で広告塔や看板
の集約化に取組んでいる。このような地域に対して、
中心市街地などのにぎわい創出と同様の「都市再生
特別措置法の一部改正による道路占用の特例」を適
用する検討が始まっている。
したがって、景観を阻害する乱立看板の集約化を目
指すため、他の環富士山のエリアや他の風景街道に
おいても導入していくことを提案する。そのため、
先ずは地域住民のワークショップなどの協働を進め
て、景観への意識を醸成していくことから始めるこ
とが望ましいと考える。

さらに、県内の風景街道もルート延長化、空白地帯（中東遠、天竜川流域）の風景街道登録など風景街道を
積極的に推進し、自然や文化に恵まれた資源を活かした「街道連携」を進めていくことを提案する。
また、「道の駅」がその情報提供拠点としての機能を果たせるよう、情報コーナーの充実を図るための財源
確保、道の駅と地域との関わり（周遊コース、名物・名所めぐりなど）を充実するためのワークショップな
どを県が呼びかけ人となって研究することを提案する。

道の駅と風景街道が連携した取り組み提案の骨子

風景街道の支援・誘導 ○県内の風景街道のルート延長（東海道）とその支援・誘導
○風景街道空白地帯（中東遠、天竜川流域）の風景街道登録

道の駅の利活用調査・
ワークショップ

○防災拠点化の調査・研究
○効果的な情報提供拠点のあり方検討
○景観を阻害する屋外広告物の検討（不用看板の撤去・集約化）

○モデル事業
　・防災設備設置
　・情報提供施設の内に風景街道紹介コーナー（道の駅統一事業）
　・道の駅の地域との関わり（プチメンテナンス、周遊散策コース
　　づくり、コンシェルジュ等）
　・屋外広告物の撤去・集約化の試み（朝霧地区の事例を参考に）

提案内容 概　　要
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「ふじのくに・道のコミュニティ・シンクタンク（仮称）」の構築

（３）活動連携の仕組みの提案

地方分権、行政改革が進み、公共事業と住民との関わり
が大きく変わる中、道と住民の係わりは、生活道路から
高速道路、あるいは通学、通勤、買物、観光や産業活動
など様々な局面がある。このような多様な係わりの中で、
①道・まちづくりにかかわる知恵と実行力を持った新し
いプラットホームの形成、②市民の道に関する意識が醸成
されるプログラムの実施、③行政と市民が協働した「新し
い公共」として道に関わる事業の展開という 3 つの方針
のもと、「ふじのくに・道のコミュニティ・シンクタンク（仮
称）」の形成を提言します。
ふじのくに・道のコミュニティ・シンクタンク（ＦＣＴ）は、地域で活動する団体が活動をする上で
ぶつかる様々な問題や悩みについて一緒になって考え、解決していける仕組みとして、さらに各活動
団体がネットワークを図り、連携していくことにより、それぞれの活動がより活発になることをも目
指しています。
行政と協働を図るパートナーとして、地域の暮らしや実情にあった施策の提言
と実行力、活動団体や住民、企業とともに具体的な活動を行う静岡型のネット
ワークステーションとなることを目的にしているものです。

１）趣旨

－行政と市民活動団体、市民活動団体同士をつなぐ中間支援組織としての役割を担う。
－市民が主体のまちづくりを提案し、実行する政策提言・実行組織とする。
－自由な参加の基本とし、各団体の活動を尊重する。それぞれの参加団体が自分たちのミッションを
　実現する場となることを目指す。
－「新しい公共」として、道づくり・まちづくりに係わるあらゆるテーマに取り組み、魅力あるふじの
　くにを創造していく。

２）基本的な性格 (基本理念 )

―道と地域、道と人との係わりを考え、地域のよさにこだわり、地域の知恵やノウハウを蓄積し、柔
　軟に活かすことにより市民の意見が反映された市民主体の道づくり・まちづくりを目指すことを目
　的とする。
－活動団体相互とのネットワーク化を図ることにより、道にかかわるさまざまな活動が、より活発に
　なることを目指す。このため、ステーション・プラットフォーム機能を果たす。
－地域の暮らしや実情にあった施策提言や具体的な活動を行う。
－道は自分達の庭という感覚が市民一人一人に浸透するための活動を行っていく。

３）目的
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「ふじのくに・道のコミュニティ・シンクタンク（仮称）」の構築

（３）活動連携の仕組みの提案

地方分権、行政改革が進み、公共事業と住民との関わり
が大きく変わる中、道と住民の係わりは、生活道路から
高速道路、あるいは通学、通勤、買物、観光や産業活動
など様々な局面がある。このような多様な係わりの中で、
①道・まちづくりにかかわる知恵と実行力を持った新し
いプラットホームの形成、②市民の道に関する意識が醸成
されるプログラムの実施、③行政と市民が協働した「新し
い公共」として道に関わる事業の展開という 3 つの方針
のもと、「ふじのくに・道のコミュニティ・シンクタンク（仮
称）」の形成を提言します。
ふじのくに・道のコミュニティ・シンクタンク（ＦＣＴ）は、地域で活動する団体が活動をする上で
ぶつかる様々な問題や悩みについて一緒になって考え、解決していける仕組みとして、さらに各活動
団体がネットワークを図り、連携していくことにより、それぞれの活動がより活発になることをも目
指しています。
行政と協働を図るパートナーとして、地域の暮らしや実情にあった施策の提言
と実行力、活動団体や住民、企業とともに具体的な活動を行う静岡型のネット
ワークステーションとなることを目的にしているものです。

１）趣旨

－行政と市民活動団体、市民活動団体同士をつなぐ中間支援組織としての役割を担う。
－市民が主体のまちづくりを提案し、実行する政策提言・実行組織とする。
－自由な参加の基本とし、各団体の活動を尊重する。それぞれの参加団体が自分たちのミッションを
　実現する場となることを目指す。
－「新しい公共」として、道づくり・まちづくりに係わるあらゆるテーマに取り組み、魅力あるふじの
　くにを創造していく。

２）基本的な性格 (基本理念 )

―道と地域、道と人との係わりを考え、地域のよさにこだわり、地域の知恵やノウハウを蓄積し、柔
　軟に活かすことにより市民の意見が反映された市民主体の道づくり・まちづくりを目指すことを目
　的とする。
－活動団体相互とのネットワーク化を図ることにより、道にかかわるさまざまな活動が、より活発に
　なることを目指す。このため、ステーション・プラットフォーム機能を果たす。
－地域の暮らしや実情にあった施策提言や具体的な活動を行う。
－道は自分達の庭という感覚が市民一人一人に浸透するための活動を行っていく。

３）目的

 

 

①　美しい道・まちをつくる

個々の活動団体が実施したい事業、国・県・市町の事業からの関連、静岡県の地域性を
踏まえた事業など具体的に進めていく事業である。
⇒例）プチメンテナンス事業、風景街道ネットワーク　等

４）活動テーマ

■内容：

②　道・まちの連携

活動の情報発信や活動のマッチングなどを
実施することにより、住民が道、まちづく
りの関心を高め、さらに主体的に係わって
いくことを目指す事業。
⇒例）プレゼンテーション・フォーラム（活
動提案によるマッチング）、情報発信事業、
各種調査事業や社会実験事業　等

■内容：

③　歩きたくなる道・まちをつくる

街道の歴史や文化を学びながら歩くしくみをつくる事業、まちなかを楽しく快適にして
いく事業。
⇒例）街道観光（道のエコミュージアム）、にぎわい空間の創出（イベント・カフェ）

■内容：
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①　運営委員会

－組織の活動方針、会員の拡大、ＰＲ方法など組織運営の必要事項、また活動がより円滑に推進
　されるための団体のネットワークについて検討する。

②　事務局

〈組織図〉

－当面NPO法人地域づくりサポートネットが担い、連絡、会議のとりまとめなどを行う。

５）組織体制

ふじのくに・道のコミュニティシンクタンク

アドバイザー会議 行
政
（
国
・
県
・
市
町
）

事務局

NPO法人地域づくりサポートネット(Ｔ-ネット)

運営委員会

＜美しい道・まちをつくる＞

市民団体

地域住民等

企業等

■プチメンテナンス
■風景街道ネットワーク

＜歩きたくなる道・まちをつくる＞
■街道観光（道のエコミュージアム推進）
■にぎわい空間の創出（イベント・カフェ等）

＜道・まちの連携＞
■プレゼンテーション・フォーラム
■道・まちフォーラム

大学
関係者
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