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我が国の地方自治体におけるアダプト・プログラム導入の効果に関する分析と類型化 
Analysis and Categories Related to Introduction Effects an Adopt-Program in Local Government in Japan 
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Adopt-Program (AP) represents maintenance and cleanup activities by citizen participation. These activities are aimed at public places, 
such as roads and parks. AP was first introduced in Japan in 1998, and is actively seen in current situations. However, some of these 
activities have been declining in recent years. 
This study conducted a questionnaire about the introduction situation and activity evaluation of local governments. Based on the results, 

an object to be grasped by the specific evaluation and the problem was the maintenance methods of roads. Therefore, this research used 
factor analysis, a kind of multivariate analysis, and was subjected to classification of activity evaluation by population size.   
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1. はじめに 

(1) 研究の背景と目的 

 アダプト・プログラム（以下，AP）とは，地域住民や地

元企業が主体的に行う地域の維持管理活動あるいは美化活

動のことを指す。APの起源は1985年，米国テキサス州で

行われた「アダプト・ア・ハイウェイ」にあり，日本では

1998年に徳島県神山町で初めて導入されて以降，全国的な

広がりを見せている。活動の対象は道路や公園，河川敷な

ど多様であり，地域住民と地元企業が積極的に活動に参加

し，自治体はあくまで支える役目として活動に介入する。

現在では数多くの活動が行われている AP だが，日本で初

めて導入されてから17年の歳月が過ぎ，衰退してきている

活動も見られる。 

ここで，本研究に関連する研究をレビューしてみると，

APの評価を行った研究1)～5)は過去にいくつか見られるが，

住民グループや企業の活動を対象としたものが多く，全国

的なAPに関する導入状況や活動評価に関する調査・研究は

ほとんど見られない。全国的な活動の課題や評価構造を把

握することで，活動の活発化や導入促進につながると考え

られる。 

 そこで本研究では，全国地方自治体に対し道路の維持管

理手法としての AP に関する調査を実施し，その結果を基

に，APの導入状況と具体的な活動評価を把握すると共に，

分析結果に基づき，全国の自治体を類型化することを目的

とする。 

(2) 全国地方自治体調査の概要 

 調査の対象は大分県を除く都道府県（46）と人口10万人

以上の市（258），東京都特別区（23）とし，調査票は郵送

により配布，回収した。調査期間は都道府県が平成 26 年

10 月 29 日から 11 月 25 日，市・区役所が平成 26 年 10 月

27日から11月20日とした。調査票の回収率は都道府県で

76.1 %，市・区役所で74.0 %となり，全体では74.3 %であ

った（表-1）。 

(3) APの特徴と利点 

 AP の特徴としては，自治体と活動参加団体が合意書を

締結する点やサインボードの掲出を行う点が挙げられる。

まず，合意書の締結により参加団体に活動報告書や活動中

に事故が発生した場合の事故報告書の提出を義務付けるこ

とができる。これにより，自治体が活動を管理することが

でき，事故に対して保障することがきる。また，サインボ

ードを掲出することで，活動の宣伝効果や参加者の継続意

欲の向上が期待できる。また AP では，自治体が活動に直

接関わらず，地域住民に活動を任せることで，自治体側で

は維持管理費の低減，住民側では地域コミュニティの育成

といった利点を生み出すことができる。 

 

表-1 調査票の回収率 

自治体 総配送数 回収数 回収率 

市・区役所 281 208 74.0% 

都道府県 46 35 76.1% 

全体 327 243 74.3% 

 

2. 研究の方法 

(1) 全国地方自治体調査 

 調査票の設問は全部で17項目あり，大きく分けて「アダ

プト・プログラムを導入している事例」と「アダプト・プ

ログラムの評価」を伺った。調査票では，まず道路の維持

管理にAP を導入しているかを問い，それらを次の 3 項目

に分類した（①導入している，②過去に導入したことがあ

るが，現在は実施していない，③導入していない）。 

 AP を「導入している」自治体には，事例の詳細やその

評価・課題を伺った。「現在導入していない」自治体には，

活動の導入時期や活動を止めた理由を伺い，「導入していな

い」自治体には，導入していない理由と今後の動向につい

て回答して頂いた。 
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(2) 集計・分析手法 

 本研究では，まず単純集計とクロス集計により AP の導

入状況や活動の評価に関する基本的な情報を集約する。加

えて，活動評価を多変量解析により定量化し，自治体の類

型化を行う。 

 単純集計では活動の基本的な情報を把握し，クロス集計

では自治体を都道府県，政令指定都市，人口30万人以上の

市・区，人口20万人以上の市・区，人口10万人以上の市・

区に区分し，導入状況や活動評価の相違を把握する。多変

量解析の手法としては因子分析を用い，AP の効果を指標

として，回答自治体の類型化を試みる。  

 

3. 調査結果 

 本章では単純集計とクロス集計の結果を示す。初めに道

路の維持管理にAPを導入しているかを伺った（図-1）。結

果を人口規模別に見ると，都道府県が最も導入に積極的で

あり，次点に政令指定都市と，AP の導入状況はある程度

人口規模に依存している様子が見られる。なお，今回の調

査で AP を「現在は実施していない」と回答した自治体は

一件しか見られなかったため，その結果については省略す

る。 

 まず，AP を「導入していない」と回答した自治体につ

いて述べる。導入していない自治体に対して，導入してい

ない理由（図-2）と今後導入する予定があるかを伺った。

導入していない理由として「必要性を感じているが，現時

点で AP の導入に至っていない」や「現在のところ必要性

を感じない」との回答が多く見られた。今後の予定では，

ほとんどの自治体が導入を検討していないと回答している

が，全体の14 %が検討中と回答しており，少数であるが今

後の導入可能性が示唆される。 

 AP を「導入している」と回答した自治体に対しては，

活動を導入しての満足度やサインボードの設置に関する事

項，AP導入の効果，活動の課題について伺った。 

まず，活動の満足度では，全体の6割を超える自治体が

「満足している」と回答している（図-3）。人口30万人以

上の市・区と人口20万人以上の市・区が他に比べて満足度

が低いものの，AP の満足度はあまり人口規模に依存して

いない様子が見られる。 

サインボードに関しては，サインボードの設置の有無と

設置の必要性について伺った。設置の有無に関しては「ほ

とんどの路線で設置している」が28 %，「ある程度の路線

で設置している」が38 %と，全体の6割を超える自治体で

ある程度積極的に設置されていることが分かる。また，設

置の必要性について，64 %が設置は「必要である」と回答
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しており，「必要ではない」という回答はほとんど見られな

かった。 

 AP 導入の効果に関しては，導入により期待される効果

を8つ提示し，それらに対して5段階で評価して頂いた。

この結果を因子分析で用いるが，ここではそれらに得点を

与え，集計した（図-4）。なお，得点は次の通りである（大

変効果あり＋2点，効果あり＋1点，普通0点，あまり効果

なし－1点，効果なし－2点）。全8項目で，得点は正の値

となり，全体として評価が高いことが分かる。AP の直接

的な目的である「道路の美観向上に貢献」という点では，

ほとんど負の効用は見られず，「地域の連帯感を作る」や「参

加者同士の交流に役立つ」といった地域コミュニティの育

成に関する点においても効果が得られている様子が見られ

る。 
 最後に AP の課題について伺ったところ，全体的に「ア

ダプト・プログラムのPR」や「担い手の確保」を課題とし

ている様子が窺える。特に，担い手の確保を課題とする自

治体は人口規模に関係なく多く見られ，担い手の不足によ

る活動参加者の高齢化が問題視されている。 

 

4. 自治体の類型化 

 AP は多くの自治体である程度効果が得られている傾向

が見られたが，各自治体における具体的な評価を把握する

必要がある。そこで，本章では先ほどの8つの効果に対し

て因子分析を用い，自治体ごとの評価を具体的に分析し，

類型化を試みる。なお，自治体の人口規模による効果の差

異を明らかにするため，ここでは分析対象を①都道府県と

政令指定都市（以下，都道府県等と呼ぶ），②人口20万人

以上の市・区（以下，20万人以上の市区），③人口10万人

以上20万人未満の市・区（以下，10万人以上の市区）の3
つに分けて分析を行った。 
 以下に各人口規模別の結果を示す。今回の因子分析では

主因子法（バリマックス回転）を用い，因子負荷量を 0.5
とした。 
(1) 都道府県等の分析結果 

 都道府県等の分析結果を表-2に示す。都道府県等の分析

では因子数を3と定めたが，これは，一般に累積寄与率が

60.0 %以上である因子分析の結果は良好であるとされてお

り，因子数を2とした場合，累積寄与率が51.9 %となるた

めである。 
次に，その3つの因子がそれぞれどのような意味を持つ

のか因子負荷量を基に解釈し，第1因子は「マナー向上因

子」，第2因子は「連帯・交流因子」，第3因子は「イメー

ジ向上因子」とした。ここで，第1因子を横軸，第2因子

を縦軸とするグラフに各自治体の因子得点をプロットした

グラフを図-5に示す。この図により，各自治体のAPが「マ

ナー向上因子」と「連帯・交流因子」の両面からどの程度

評価されているかを把握することができ，活動評価を類型

化することができる。 

(2) 20万人以上の市区の分析結果 

 20万人以上の市区では因子数が2つの場合でも，累積寄

与率が66.7 %となるため，因子数を2とし，分析を行った

（表-3）。なお，因子負荷量より第1因子は「マナー向上因

子」，第2因子は「連帯・交流因子」とし，都道府県等の場

合と同様に，グラフに各自治体の因子得点をプロットした

（図-6）。 

 

表-2 因子分析結果（都道府県等） 

 

 
図-5 自治体の類型図（都道府県等） 
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(3) 10万人以上の市区の分析結果 

 10万人以上の市区でも，因子数が2つの場合，累積寄与

率が60.7 %となるため，因子数を2とし，分析を行った（表

-4）。10 万人以上の市区では，他とは評価が多少異なり，

第1因子は「マナー向上因子」としたが，第2因子は人材

の育成や道路の美観向上の因子得点が高いため，「人材育成

因子」と定めた。なお，他の2区分と同様に類型図を作成

した（図-7）。 

(4) 考察 

 因子分析を人口規模別に3区分に分けて実施したが，い

ずれの分析結果からも「マナー向上因子」が第1因子とし

て得られた。 

 第2因子は，都道府県等と20万人以上の市区では「連帯・

交流因子」，10 万人以上の市区では「人材育成因子」が得

られた。いずれの因子も地域の繋がりに関わるものであり，

AP は地域コミュニティの育成に関して効果があると考え

られる。 

 

図-6 自治体の類型図（20万人以上の市区） 
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図-7 自治体の類型図（10万人以上の市区） 
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のみ高い評価が得られている活動，第Ⅲ類型は両因子であ

まり評価が得られていない活動が行われている自治体であ

ると言える。 

第Ⅰ類型に位置している自治体は，活動満足度も高く，

現状としての問題点は少ないが，活動持続のためAPのPR

や担い手の確保が求められる。 

次いで，第Ⅱ類型と第Ⅳ類型の自治体を比較してみると，

都道府県等と20万人以上の市区では，第Ⅳ類型の自治体の

方が第Ⅱ類型の自治体よりも活動満足度の観点で評価され

ていることが分かった。これは「マナー向上因子」が高い

自治体の方が，美観向上を感じる機会が多く，それが活動

の満足度に繋がりやすいためだと考えられる。また，10万

人以上の市区では，第Ⅱ類型の自治体の方が第Ⅳ類型の自

治体よりも活動満足度が高いことが分かった。これは「人

材育成因子」が高い自治体の方が活動に対して積極的な人

が多く，その結果，活発な活動が行われていることを示唆

していると思われる。 

 最後に第Ⅲ類型では，他の活動と比べると活動満足度の

観点でも「どちらとも言えない」との回答が多く，AP の

評価が比較的低いことが分かる。ほとんどの自治体で参加

者の高齢化が問題視されており，やはり担い手の確保が大

きな課題となっている状況と思われる。 

  

5. おわりに 

 これまで全国地方自治体調査を基に，単純集計・クロス

集計や因子分析の結果を示したが，以下に本研究で得られ

た主要な結果を示す。 

1) AP が日本で初めて導入されてから 17 年が経ち，活動

は全国的な広がりを見せている。本研究で行った全国

地方自治体調査では，調査票の回収数 243（総配送数

327）のうち道路の維持管理手法としてAP を導入して

いる自治体は 104 であった。この中でも特に都道府県

は導入に積極的であり，次いで政令指定都市でも半数

以上がAPを導入している。人口規模の小さい市・区で

も，活動の満足度がある程度得られていることから，

今後も活動の広がりを期待したい。 

2) AP を導入していない自治体でも，その必要性を感じて

いるとの回答がおよそ 4 割程度見られた。現状では，

導入を検討している自治体はあまり見られないが，評

価が得られている活動をモデルとして，その有用性を

PRしていく必要があると考える。 

3) サインボードの設置はAPの特徴の1つとして捉えられ

る。APを導入している自治体のうち，サインボードを

ほとんどの路線あるいは，ある程度の路線で設置して

いると回答した自治体は全体の66 %であった。また，

設置の必要性に関しても「必要がある」と回答した自

治体は64 %であった。サインボード設置の問題点とし

ては，「サインボードの汚れが美観を損なう」「サイン

ボードに明記されている活動団体に苦情が寄せられる」

などが挙げられ，設置にあたって，サインボードに記

載する内容やそのデザイン，設置による影響を考慮す

る必要がある。 

4) AP の活動評価をもとに因子分析を行った結果，3 区分

のいずれも「マナー向上因子」を含んでおり，都道府

県等と 20 万人以上の市区では「連帯・交流因子」が，

10 万人以上の市区では「人材育成因子」が得られた。

一般的に AP の目的として道路の美観向上や維持管理

費の低減，地域コミュニティの育成といった点が挙げ

られるが，因子分析の結果，利用者のマナー向上や地

域の交流，地域に参加する人材の育成といった観点で

活動が評価されていることが把握された。 

5) 因子分析の結果をもとに累積寄与率の高い 2 因子を軸

とする類型図を区分毎に作成したところ，都道府県等

では中心付近の分布が多く，その他は第Ⅰ類型と第Ⅳ

類型に多く散らばっている。第Ⅰ類型の右上に近い自

治体ではもちろん高い評価が得られているが，第Ⅳ類

型の自治体でもある程度，高い活動満足度が得られて

いる。これは，「マナー向上因子」が高く，AP が美観

向上に貢献しているためであると考えられる。10 万人

以上の市区では第Ⅰ類型と第Ⅱ類型の自治体で高い評

価が得られており，「人材育成因子」が高い自治体での

活動が活発的であると考えられる。 
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