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0.調査・研究の概要 

1.目的 

本調査・研究の目的は、公共サービスの市民満足度を向上させるための方法論を、こ

れまでの知見をもとに検討しようとするものである。これまでの調査により国内国外とも民

間のサービスに比べ、公共サービスの満足度は極めて低い水準にあることが実証されて

いる。この公共サービスについて、これまでの実践をもとに構築してきた方法論、データ収

集、解析をもとに、それを更に発展させ、深め今後のこの分野の研究に寄与しようとするも

のである。公共サービスの満足度を向上させるためには次の２つの分野がある。 

①満足度向上のための方法論の研究 

②公共サービスの改善を促す実践的アプローチ 

本調査・研究では主として①について検討を加えようとするものである。 

2.公共サービスとはなにか？ 

公共サービス満足度向上のための方法論やデータ収集・解析をする前に公共サービス

についてどのような特性があるかを整理した。公共財の特性として非排除性と非競合性が

指摘されているが、実際の公共サービスはこれらの条件だけでは説明できず、むしろこれ

までの歴史的経緯で進められているものが多い。また、必需性が強くかつ地域独占性が

強いことが認められている。更に現在行政ないし公営企業で進められている事業の特性

をみると、非排除性は少なく、私企業による経営が困難なものは少ないとの結論を得た。 

3.主要学会活動のレビュー 

国内国外の主要学会活動をレビューし、公共サービスの満足度に関する調査研究が

進められているか否か、参考になる論文があるか否かを見てみた。参考になる論文がある

場合にはこれをレビューし、今後の調査・研究のヒントになるものはそれを明記した。 

4.公共サービスの現状と問題点 

自治体行政の諸問題と満足度測定の役割を検討した。また、日本国内の45 の公共サ

ービスについての満足度測定結果、世界主要15 都市の 25 の公共サービスの満足度測

定結果をもとに、どのような問題があるかを整理した。 

5.満足度の変動要因について 

 アンケート手法によって測定され、集計される満足度は、様々な要因によって変動する

ことは当然である。ここではこの変動要因を（１）サービス種固有の満足度増減要因（２）回

答者固有の属性による要因（３）その他の要因に分けて、要因差を取り上げ可能な限り定

量的に論じた。その他の要因の中では地域差（国家間差）、調査方法の差（インターネット

調査による偏りを含む）についても述べた。 

6.原因分析と対策 

個別の公共サービス毎に満足度の増減要因となる原因を分析し、対策の方向性につ

いていくつかの典型例を示した。また個別のサービス以外の対策に何があるかについて

も検討した。 
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7.公共サービスの望ましい姿 

近未来の変化要因として少子高齢化の進行、地方分権の進展、財政収支の逼迫など

を取り上げ、今後の地方自治体行政と満足度測定の必要性との関係を見てみた。また行

政サービスの提供のあり方として料金化の可能性、民営化の可能性、ＮＰＯ、ＮＧＯの可

能性について検討した。更に市民と情報発信との関わりとして、各種の公共サービスに関

する多様な情報発信が、結果として公共サービス主体へ様々な刺激と影響を与える可能

性が高いことを示した。 

8.新しい方法論の開発 

公共サービスの満足度測定・解析手法はまだ緒についたばかりであり、学会活動を見

ても際立った方法論があるわけではない。これまでの分析の視点としては①利用者、非利

用者別期待度・満足度分析②重相関分析③レーダーチャートによる原因評価④ランキン

グ表などが有効な手法として既に実践されている。これ以外に主として数量化理論を使っ

た新しい分析手法について検討した。 

9.今後の課題 

以上の検討を踏まえ、今後の課題を①改善運動としての課題 ②調査研究上の課題に

分けて整理した。 

10.補論： 

1)各種指標の妥当性について 

アンケート調査ではどのような指標により当該公共サービスを全体として捕らえた

らよいかは重要な課題である。当然そのサービス固有の抱えている課題や当面の

当該地域における課題により、とるべき指標は異なる。ここでは｢治水｣をテーマに

どのような指標が望ましいか、指標間の関係はどのようになっているかを一般的に

論じた。 

2)その他 

本論を補強する関連資料を抜粋し、紹介した。
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I.序論 

1.研究目的の大枠 

日本、米国いずれの地域でも、民間サービスに比べ低いことは既存調査で明らかとなっ

ている。他国でも同じ傾向があることは・ワード研究所の自主研究からも類推できる。 

公共サービスの家計に占める割合は日本 34％、米国 34％といずれも高く*1なっており、

他国でも同様の水準と推定される。以上のことからこれらの公共サービス内容の改善に対

する取り組みは世界各地の市民にとって無視できない大きな領域である。①改善のため

の方法論の提案②改善のヒントになるデータの提示③改善のための理論構築を行い、不

明であったこの分野に光明をもたらしたい。 

*1 ここでは家計費の中で大きな割合を占めるといわれる日本の住宅費、食費などに比べ

て小さな比率でないことの意味である。 

 

 

9.7 %

11.0 %

66.3 %

4.5 %

1.4 % 1.8 %
2.2 %

3.1 %

電気、都市ガス、水道料 診療代、入院料、その他 電車代、定期、バス代、他 郵便料、電話通信料

教育費*1 直接税*2 社会保険料 公共サービス以外の支出

家計支出に占める
   公共サービス費用合計
                     33.7％
               176.9万/年

資料：家計調査年報(1999年）総務庁統計局

*1 補習教育費は除く
*2 勤労所得税、個人住民税、他の税

 

図 1-1 日本の家計に占める公共サービス費とその内訳 
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2.研究の全体フロー 

・研究の全体フローを次に示す。 

公共サービスにつ

いての基本認識 

1 

公共サービスの現

状と問題点 

2 

これからの公共サービスの

望ましい姿の検討 

5 

原因分析と対策 

4 

新しい方法論の開発 

6 

今後の課題 

７ 

満足度の変動要

因について 

3 

各種指標の妥当性 

について 

その他 

補論 
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3.なぜこの分野の研究が遅れているか？ 

憶測の域を出ないが、次のようなことが背景にあるのであろう。 

1)行政側からの必要性認識が低かった 

① 行政サービスは原則的に税金で運営されているため、どのように質の低い仕事を

しようと潰れる心配のない仕事である｡他地域に比べあまりにもひどい場合、高サ

ービス水準の地域から移り住んだ人たちからの厳しい批判でもない限りサービス

品質の向上への動機は働きにくい｡ 

② 料金で運営されている電気、ガス、水道などの公共サービスも必需性が強く、地

域独占事業であるため、サービス水準が低いとして、顧客を他に取られる心配が

ない。ここでもサービス品質の向上への動機は働きにくい｡ 

③ 市会議員や市長の職にある人たちは４年に1度の選挙という厳しい審判を仰ぐ機

会もあり、本来市の職員より行政サービスの質の向上に意欲的であっても不思議

ではない｡実態は極めて個人差が大きく、個人のセンスによって成果が大幅に異

なっている｡組織全体としてはコスト意識、品質意識など民間企業のセンスとは程

遠いのが実態であろう｡後に示す官民コスト差データがその差の大きさを物語って

いる｡ 

2)利用者側には不満として「役所仕事は止めて！」という気分がふつふつとあり、潜在

需要になっているが、社会ニーズとしては顕在化していない。 

① 公共サービスの質の低さが注目を集めるのは、多くは事故のあった時である｡｢遅

刻者を排除しようとして校門を閉め生徒を殺してしまった｣｢水道管の幹線が国道

工事中に破裂、何百世帯が数時間断水した｣などである｡この種の話は新聞記事

として大々的に報道され、担当セクションは厳しく対応を迫られる｡最小限、もとの

納得のいく水準までは対応せざるを得ない状況におかれる｡ 

一方日常的な小さなサービス改善こそ多くの市民のささやかな願いであり、期待で

あるにも関わらず、大きな声になることが少なく、仕組みが極めて不十分であること

が多い｡例えば地域にもよるが、 

i.保育所の保育時間の延長 

ii.図書館の夜間開館時間の延長 

iii.朝夕のバスの定時制の確保 

iv.各種申請事務の簡素化・利便化 

v.その他 

市民に聞けば小さなサービス改善、アイディアは山のように出てくるのが実態であ

る｡それを的確に受け止め、改善につなぐ仕組みが行政組織の中に定着していな

い｡これも行政体格差は大きいが、これの根拠として、各市が実施する２∼ ５年に 1

度の住民意識調査がある｡長期計画立案のための前提作業として実施されること
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が多いが、この内容を見れば一目瞭然である｡５年前の 1995 年時点では行政サ

ービスの満足度水準をズバリ聴いている意識調査はほぼ皆無となっている｡ただし

その後センスのよい自治体により急速にこの種の調査に改善が見られているのも

事実である｡ 

3)(株)ワード研究所が自主研究等で公共サービスの改善についてアピールしてきたが、

非力である。 

4)今後の展望としては、行政側も次のように変わらざるを得ない状況にはなってきてい

る。 

① 都市計画の分野では 1993 年の改正都市計画法の施行により、市区町村が都市

計画の基本計画を作成する場合に住民の意見を反映することが義務付けられて

いる。 

② 道路審議会でも1997 年 6 月の建議で住民参加の必要性に言及している。 

③ 河川法が1997年12月に改正され、基本計画策定に当り、広聴会等により住民の

意見を聞くことが義務付けられている。 

④ 海岸法が 2000 年 4 月に改正され、河川法と同様の主旨が盛り込まれている。 

4.同テーマでの研究状況とその評価（これまでに何が分かっているか？） 

1)各学会誌で理論、データ、方法論など本テーマに役立つものに何があるかをレビュー

してみた。以下にそれを示す。 

① 国内学会 

i.土木学会 

この５年間（1996∼ 2000 年）で論文集に約120 の意識調査結果が各種のテーマ

及び問題意識により発表されているが、このうち満足度関係のものは３点、いず

れも道路利用者に関するものである。道路の満足度測定はやっと緒についたとこ

ろである。この3点については補論で紹介する。 

ii.地方自治経営学会 

「地方改革への手引き・公立と民間とのコストとサービス比較・全国のべ316 自治

体からの報告とその分析」を平成12年４月に発表している。後に紹介するがいか

に民間サービスにするとサービス、コスト両面で良い結果が得られるかを示して

いる。これ以外では目立つものはない。 

iii.日本経営行動科学学会 

この学会での主なテーマは、企業の組織問題、組織の活性化問題、社員の能力

問題などが中心であり、顧客満足についての研究は行っていない。 

iv.国際公共経済学会 

公共性と効率性、環境と成長、グローバル時代の公共性と情報化などが統一テ

ーマであり、マクロなテーマが中心である。中には「地方自治体の組織文化に関

する定量化研究」「私鉄運賃の研究」「オーストラリア、ニュージーランドの郵政事
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業の民営化」などのテーマも散見される。「公共サービスの顧客満足」に関する研

究は見当たらない。 

v.公共経済学研究会 

「地方行政の広域化における効率性について」「国民医療費の将来予測につい

て」「老人福祉政策の評価」「家族の同居・別居選択と介護サービス需要」などの

テーマを扱っている。「公共サービスの顧客満足」に関する研究は見当たらな

い。 

vi.公共経済研究会 

「地方分権の理論分析」「大学進学率の決定要因」「低成長モデルの実証的研

究」「年金改革と経済福祉」「地域発展と公共投資・社会資本」「地域間分業パタ

ーン」などのテーマを扱っている。「公共サービスの顧客満足」に関する研究は見

当たらない。 

vii.社会保障政策研究会 

「薬事政策に関する研究報告」「患者の医療施設選択と医療費の地域格差」「社

会的規制改革の問題点と課題」などのテーマを扱っている。「公共サービスの顧

客満足」に関する研究は見当たらない。 

viii.日本経済政策学会 

共通論題として「地球環境問題と経済政策」「民間活力と国家規制」「地域開発と

経済政策」などのテーマを扱っている。「公共サービスの顧客満足」に関する研

究は見当たらない。 

ix.日本公共政策学会 

「行政改革のゆくえ」「医療政策」「地方自治」「ＮＧＯ・ＮＰＯの政策に果たす役

割」など今日的課題についてシンポジウムなどを行っている。本研究テーマに間

接的に役立つものと思われる。 

x.日本行動計量学会 

学会誌では特集を組み、例えば「社会調査の精度」「交通行動研究の理論と応

用」など幅広いテーマについて統計的アプローチを中心に議論がされている。公

共サービスの満足度測定の面からみると統計解析上のヒントが得られる可能性が

ある。 

② 国外学会など 

i.A m erican Econom ic A ssociation  (米国経済学会)  

「英国海軍における組織とインセンティブについて」「技術革新にとって国内資本

市場は有効か」「ＯＥＣＤ各国における教育の効用で明らかになったこと・各国間

分析」「将来のヨーロッパの労働力供給・家族のクリティカルな役割」「国際金融シ

ステムはマクロ経済や財政の安定にどのような影響を与えるか」などマクロなテー

マが中心となっている。 
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ii.A cadem y of M anagem ent  (米国経営管理学会)  

ＯＲ、組織行動と人材管理、技術戦略と経営戦略、市場管理と消費者行動、国

際的な投資・財務管理などのテーマでの議論が中心である。「公共サービスの顧

客満足」に関する研究は見当たらない。 

iii.Frontiers in Services国際会議（バンダービルド大学主催） 

ＡＭＡ（Am erican M arketing Association） との共催で毎年一回行われる国際会

議である。筆者が 1992 年から出席し、1994 年から毎年発表している会議である

が、民間のサービスに関するモデルや調査事例、実施事例の発表が中心であり、

公共サービスについては年に１∼ ２人の発表に止まっている。参考事例は少な

い。 
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II.公共サービスについての基本認識 

1.期待度・満足度などの定義について 

公共サービスの満足度を向上させるための方法論の研究、実際の測定、原因分析、対策

検討などに先立って用いる用語の定義をしておく。 

1)満足度とは 

① なぜ満足度を重視するか？ 

・そのサービスの利用者にとっての良否を判断する時に、総合指標として使えると

考えられるからである。 

② 各種文献からの紹介 

i.広辞苑による定義 

・満足とは「①十分なこと、完全なこと」 

「②望みが満ち足りて不平のないこと」 

ii.O liver 氏による定義 

・Satisfaction is the consum er's fulfillm ent response. It is a judgm ent  that a 

product or service feature, or the product or service itself,  provided (or is 

providing) a pleasurable level of consum ption-related fulfillm ent, including levels of 

under-or overfulfillm ent. （文献6-2）による)  

iii.近藤隆雄氏による定義 

・満足感とは「個人のある状態への主観的な評価の結果、生じるポジティブな感情

的な反応」のことである。 （文献6-1）による） 

③ 本調査研究における定義 

「満足度とはサービス利用者の期待に対する充足の度合いのことである」 

2)期待度とは 

① なぜ期待度を重視するか？ 

・満足度を規定する条件として、利用者の事前の期待があると考えられるからであ

る。 

② 各種文献からの紹介 

i.広辞苑による定義 

・期待とは「心待ちに待つこと。将来その事が実現するだろうと心待ちにすること」 

③ O liver 氏の定義(文献 6-2) による) 

Expectations are central to the satisfaction response because, in their m any 

variations, they provide a standard for later judgm ents of product perform ance. 

④ 本調査における定義 

「期待度とは利用者にとっての、そのサービスへのニーズや比較対象などに基づ

く心待ちの度合いのことである」 

3)サービスとは 
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① 既存文献による定義 

i.英語辞典 (研究社ライトハウス英和辞典) による 

英語辞典によると「サービス」は次のような意味を持っている。 

a.公共事業、業務 

b.勤め、勤務、公務 

c.尽力、骨折り、奉仕、世話、功労、功績、貢献 

d.役立つこと、有効、有用 

e.飲食店などのサービス、客扱い 

f.アフターサービス 

g.兵役、軍務 

h.儀式、礼拝 

i.そろい、一式 

j. (球技) サーブ 

ii.近藤隆雄氏による定義 

・「個人や組織にとって何らかの便益（ベネフィット）をもたらす活動そのものが、

市場取引の対象となる時にサービス（商品）と呼ぶことができる」. （文献6-1によ

る） 

② 本調査・研究におけるサービスの定義 

「当該利用者に対して供給者がもたらす便益であり、その費用は料金又は税金に

よって賄われるもののことである」 

2.公共サービスの定義について 

本調査研究の対象は公共サービスである。ここで公共サービスの定義をしておきたい。 

近代経済学では財を商品とサービスに区別することはしていない。いずれも財という概念

で議論している。ここでは近代経済学で公共財をどう定義しているかをみておく。 

1)公共財とは 

公共財とは、非排除性と非競合性という二つの性質を備えた財のことで、国防サ

ービス、一般行政サービスなどが、その典型的な例である。 

「マクロ・ミクロ経済学辞典」からやや長くなるが引用する。（文献12-2 による） 

ここで、非排除性とは、財の消費にあたって対価を支払わなくても、その財の消費

から排除されないことをいう。また、非競合性とはある個人が財を消費したとしても他

の個人の消費しうる量が減じえない、その意味で競合関係が存在しないことをいう。 

国防を例にあげると、国防によってもたらされる安全はひとたびある国に供給され

れば、すべての国民によって享受されるのであり、対価を支払わない者のみを排除

することは出来ない。また新たな入国者があったとしても、既存の国民が享受する安

全が減少することもない。 

公共財は、非排除性のゆえに市場を通じて供給することができない。なぜなら、対
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価を支払わなくても消費から排除されないのであれば、支払いをせずにすまそうとす

るフリー・ライダー (ただ乗り) になることが、個人にとっては利益になるからである。

すべての個人がフリー・ライダーになれば、公共財を供給しても収入が期待できない

から、そのような財を供給しようとする私企業は現れないであろう。 

また公共財は非競合性のゆえに、市場を通じて供給することがかりに可能であっ

ても、そうすることは望ましくない。なぜなら、消費に競合関係がないなら、すべての

個人が消費することが望ましいが、私企業であれば対価を支払った者のみに供給す

るからである。したがって、どちらの理由によるにせよ、公共財は政府によってすべて

の個人に供給され、費用は租税によって賄われるべきことになる。 

ところで、以上のような純粋公共財に対して、公共財的な性質を持たない財を私

的財という。しかし、両者は完全に区別できるものではなく、実際には多くの中間的

な財（準公共財) が存在する。 

なお、非排除的であるとは、排除することに伴う費用が禁止的に高いということで

あり、非競合的であるとは、ある財を追加的な個人に供給することの限界費用がゼロ

であるということである。 

したがって、どちらの性質も排除費用、限界費用の大きさによって決まる相対的な

問題である。こうした特性をもつ準公共財のうち、どれを政府が供給し、どれを市場

に任せるかは、個別に検討した上で決定しなければならない。 

2)公共サービスの現実の特性 

現実の事業を見据え、公共サービスを定義しようとすれば、次のようなことを考え

なければならない。 

① 上の定義によれば、電力、水道、ガス、電話などは利用者間の競合があるので、

公共財とは言えない。 

② このように公共財としての非排除性、非競合性だけでは現実に動いている公共サ

ービスを定義することはできない。 

③ 歴史的な経緯から私企業による供給が難しく、現在たまたま公営となっているも

のがある。（例：水道） 

④ 代替機能が少なく、サービス停止による社会的損失が大きいものがある。（例：鉄

道・地下鉄） 

3)本研究における公共サービスの定義 

① 歴史的な経緯から私企業による供給が難しく、行政ないし公営企業により行われ

ているサービス 

② 代替機能が少なく、サービス停止による社会的損失が大きいサービス 

4)公共サービスの特性 

① 必需性 

概して公共サービスとして供給されるものは必需性が強い。誰もがそのサービスを
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享受し、得られる利益が大きく、結果としてサービス停止による損失が極めて大き

いものである。 

② 地域独占性 

概して初期投資が大きく、地域に二つ以上あることによるメリットより、一つの事業

体により運営することが経済的と考えられることである。 

5)公共性の強弱について 

例えば、銀行は私企業であっても公共性がある。大赤字で廃業すれば社会的影

響が大きいところから潰せないのが現実である。遠い将来は別として少なくとも現代

の日本では消費者保護の観点から銀行の倒産を可能な限り回避する方向が支持さ

れている。 
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3.各種サービスの特性分析 

現実に供給されているいわゆる公共サービスについて、上記で検討した観点により、そ

の特性をみると当該公共サービスの特性が見えてくる。 

 

表 2-1 各種サービスの特性 

サービス種 必需性 代替機能に何があるか
突然廃業

されては困るか
排除の容易性

私企業による
経営が困難か？

ゴミ処理 Yes 自家焼却処理 Yes Yes N o

郵便局 Yes 宅配便 Yes Yes N o

道路 Yes 私道建設 Yes N o Y es&N o

(高速道路) Yes 一般道路 Yes Yes ?

上水道 Yes 井戸水使用 Yes Yes N o

下水道 Yes 自家排水処理 Yes Yes N o

公共医療施設 Yes 私立医療施設 Yes(地域に1つなら) Yes N o

電力 Yes 自家発電 Yes Yes N o

ガス Yes 電気、灯油、プロパンガス Yes Yes N o

電話 Yes 無線、郵便 Yes Yes N o

市役所サービス ? (なし） ? Yes ?

公園 Yes＋? 自然、社寺 N o＋? N o＋Yes N o＋?

鉄道・地下鉄 Yes 私鉄、バス、タクシー Yes Yes N o

駐車場 Yes 民営、路上 Yes Yes N o

文化会館・公民館 Yes＋? 団地集会所、民営会議室 Yes＋? Yes N o

図書館 Yes 自家蔵書 Yes＋? Yes Yes＋?

河川及び海岸 Yes＋? プール、私有海岸 Yes＋? N o＋Yes Yes＋?

公共スポーツ施設 Yes 民営ｽﾎ ﾟー ﾂ施設 Yes Yes N o

警察 Yes 警備会社 Yes ? Yes

バス Yes タクシー､ミニバス Yes Yes N o

公立小中学校 Yes 私立小中学校 Yes Yes N o

防災 Yes＋? 自主防災組織 Yes ? ?

市会議員 Yes (なし） Yes ? Yes

消防署 Yes 自主防災組織 Yes ? Yes＋?

大学 Yes 私立大学 No Yes N o

公営住宅 Yes 民間住宅 No Yes N o

福祉 例：年金 Yes 企業年金 Yes Yes N o
 

各公共サービスを必需性の有無で評価すると、殆どの公共サービスには必需性がある

ことが判明している。 

また、代替機能の有無のチェックのために代替機能になにがあるかをみると、どの公共
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サービスにも代替機能がないものはないと言える。要するになにがしかの意味で競合する

機能があることを示している。 

とは言え「突然廃業されては困るか？」と問えば、殆どの公共サービスで「はい」と言わ

ざるを得ない状況である。 

排除の容易性を見ると殆どの公共サービスでそれは可能であることが読み取れる。 

私企業による経営が困難かどうかをみると、困難なものはかなり少ないことが読み取れ

る。 

上の表中の判断は人により前提条件の違いにより、若干意見の相違はあると思われる

が、大筋ではこのようなことであろう。 

以下では、各種公共サービスについて以下の事項を検討整理することとする。 

① 必需性 

② 代替機能に何があるか？ 

③ 突然廃業では困るか？ 

④ 排除の容易性 

⑤ 私企業による経営が困難か？ 

1)ゴミ処理 

① 必需性 

世界１５都市調査でヒヤリングした限りでは,最貧国マダガスカルでもこの機能は働

いているので,大都市での必需性は高いと言ってよいであろう。 

ただし分別収集の有無､焼却の有無、１００％公営か否かなどは国力による差は大

きい。収集の頻度は各都市週３回とする所が圧倒的に多い。 

② 代替機能に何があるか 

都市域外では全量自家焼却処理も不可能ではないが、都市域ではそれはかなわ

ない。世界のいずれの都市でもゴミ処理は公営で実施されているようである。 

③ 突然廃業では困るか？ 

以上の事情からストライキなどにより仮に１週間サービスが休止するだけでも、市民

は困り果てる筈である。ゴミは日々発生し、放置すれば腐敗臭に悩むばかりか､犬

猫による食い散らかしによる散乱も覚悟しなければならないからである。従って市

民は突然の廃業など絶対に許容できるものではないであろう 

④ 排除の容易性 

道路等とは異なり、そのゴミが誰のものかを特定することは難しいとしても金銭の支

払いを済ませた人の物であるか否かを識別することは、袋の特定化などで技術的

には可能である。現実に一部地域で導入されている。勿論料金未払いのゴミ袋を

収集しない場合、ゴミ処理主体は困らないかも知れないが、利用する市民側には

上記の突然廃業と同様の厄介な問題は残ることになる。 
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⑤ 私企業による経営が困難か？ 

日本の場合既にゴミ収集から処理・処分まで民間業者に委託されているケースは

少なくない。 

日本の多くの都市ではこの費用は税金で賄われているが、料金徴収に切り替えら

れ、全体を民間企業が請け負えば私企業による経営が成り立つことになる。ただし

ゴミ有料化による不法投棄の多発､無料から有料化への変化に伴うゴミ需要減少

による経営上の困難の問題は残るといえよう。 

2)郵便局 

① 必需性 

郵便事業の歴史は古く,日本では明治 3 年に始まっている｡世界の先進国は勿論

途上国においてもこの制度は定着している｡途上国では必需性は認められている

ものの、中米などでは確実に着くか否か,海外郵便が何日で着くかが問題となって

いる 

② 代替機能に何があるか 

国内・国外の宅配便が急速にこの 25 年間に、郵便事業の見直しを迫るところまで

成長してきている｡ 

明治初期に日本で郵便事業がスタートした時点では国内一律の低料金で手紙な

どを届ける制度は画期的であったであろうものが、いまや民間にいつでもとって変

わられる時代となっている｡ 

③ 突然廃業では困るか？ 

もし仮に郵便事業労働者のストライキが１ケ月続いた場合、どの程度の混乱が出る

かというシミュレーションにより問題は明確になるものと思われる｡その際、宅急便が

一挙にシェアを伸ばし、ストライキ後もそのシェアが戻らない可能性が高いものと

思われる｡ 

④ 排除の容易性 

もともと料金制の基に制度が運用されているので、この件での問題はない。 

⑤ 私企業による経営は困難か？ 

郵政事業の民営化議論がされる時代であり、郵政事業を国営事業として守りたい

人たちからはローカル地域でのサービスの切り捨て問題などの指摘はあるが、こ

れに対する反論として、町村役場あるいは農協に併設するなどのアイディアも出さ

れており、民営化のメリットの方がはるかに大きいものと思われる｡ 

3)道路 

① 必需性 

車社会の現代より馬車時代の昔にさかのぼっても、さらに徒歩中心の江戸時代を

見ても地域をつなぐ道具として必要不可欠のものであったことは明らかである｡この

点から道路が要るか要らないかの議論は不要であろう｡ 
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② 代替機能に何があるか 

徒歩を前提とすればこれに代わる機能を備えたものはないであろう。公道か私道

かを区別すれば公道がなければ私道を作るということであろう｡ただしその場合一

般には高いコストになるということである。 

車道を前提とすれば人・荷物の運搬のためのインフラとなるので電車・飛行機も代

替機能たり得るが、それを使うためにも道路は必要であり、むしろ補完機能を果た

しているといえよう。車道は生活道路、幹線道路に分けられるが特に生活道路で

は代替機能を果たすものはないといってよいであろう。 

幹線道路では電車などによる代替機能が考えられる。 

③ 突然廃業では困るか？ 

上の事情から生活道路であれ、幹線道路であれ突然の機能停止は利用者に多

大な迷惑をかけることとなる｡たとえば自然災害の場合、土砂崩れで道路が寸断た

れることは災害国日本ではよくあることである｡幹線道路では他ルートを使うか早期

機能回復対策のいずれかであり、生活道路では早期機能回復対策のみということ

になろう。 

④ 排除の容易性 

各種公共サービスの中で一般道路ほどただ乗りを排除することの難しいサービス

はない。日本の高速道路や有料道路は料金制を前提として設計しているので排

除は容易である。 

東京都が現在都心部への車の進入規制のための料金制を検討中であるが、 

i.関門所をどこにするか 

ii.料金水準はどうするか 

iii.利用頻度の高い人の扱いはどうするか 

iv.関門所を迂回することでかえって渋滞が増えないのか 

多くの課題がある。 

一般の道路を全て料金制にすることは IT 技術の進化・発展により不可能ではなく

なってきているが、現時点ではもっとも排除の難しい公共サービスであることに変

わりはない。ただし、道路が料金で運用されるようになれば、朝夕の渋滞解決のた

めの需要抑制などに期待が持てるという面もあり、今後の技術的検討課題といえ

る。 

⑤ 私企業による経営は困難か 

パナマが米国の建設会社に委託して作った有料道路が資金不足をきたし、最終

的には道路の料金収入で建設資金をまかなうように管理まで建設会社に任せて

いる例がある。ちなみに、料金水準が高い（一般国民の生活水準からかけ離れて

高い）ために、利用者は極めて少ない。高速道路であるため経営は料金収入があ

り、収支が償えば成立つことになる。一般道路では排除の困難性から経営は無理
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といってよいであろう。 

4)上水道 

① 必需性 

途上国における上水道開発プロジェクトはコスト・ベネフィット分析を行い、事業の

妥当性を評価すると、多くの場合妥当割れを起こすと言われている｡にもかかわら

ず、事業は推進されるという。伝染病予防ひいては乳児死亡率の低下などに寄与

するところ大であることが経験的にわかっているからと言われている｡最貧国では

学齢期の子供が水運びのために通学不能となるケースもあり、このような面からも

水道の必要性は大きいと言えよう。先進国大都市居住者にとっては代替水源を個

人で確保することも難しく、この面からも必要性は大きいと言えよう。 

② 代替機能に何があるか？ 

代替水源としての井戸水が考えられるが、大都市域では中高層住宅も多く、個人

による井戸水確保は難しい。災害時対策として排水、河川水を用いジーゼルエン

ジンによる浄化装置で飲料水を確保する対策も考えられている。しかし、仮にこれ

らの装置を事前に川沿いに配置したとしても、都市住民の利用水量全量の確保は

難しく、せいぜい飲料水に限られるものと思われる｡このようなことから土地の高度

利用の進んでいる都市域では代替機能はあまり考えられない｡利用者単位での対

応策は｢節水｣に限られることになる｡ 

③ 突然廃業では困るか？ 

上記の事情から突然の給水停止は都市機能のマヒにつながるため、利用者として

は突然の廃業は許容できるものではあるまい。 

④ 排除の容易性 

もともと給水管による配水が原則であるから、非利用者排除は極めて容易である。 

⑤ 私企業による経営が困難か？ 

日本の水道の過半は公営企業による料金制である。独立採算がたてまえとなって

いる｡（一部水源開発費など税金が投入されている場合もある）従って私企業によ

る経営は難しくはない｡ただし料金改訂時、現在は地方自治体の議会の承認が必

要となっているが、このバリアをなくせば水道料金が一挙にアップする恐れがある｡

地域独占事業であるがゆえに公的制約が求められるところである｡ 

5)下水道 

① 必需性 

上水道と同様、伝染病予防の面からも必要性は高いといえよう。又水環境汚染防

止の面からも有力な対策と考えられている。むしろ途上国では社会資本整備のプ

ライオリティの下位に位置付けられる所から普及がままならないという実態がある。

先進国特に大都市にあっては衛生面、環境汚染防止の面から必要性は極めて強

いと考えてよいであろう。 
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② 代替機能に何があるか？ 

個人レベルでは排水浄化槽があり、下水道未普及地域ではこれが普及している。

浄化機能の不充分による環境汚染の元凶との指摘もある。一度下水道が普及し

た場合には代替機能はなく、排水通水不能は道路への排水の流れ出しをもたらし、

排水処理不能は河川の汚染にストレートにつながることになる｡ 

③ 突然の廃業では困るか？ 

以上のような事情から下水道事業は 1 日たりとも止めてもらっては困る事業である

といえよう。 

④ 排除の容易性 

下水道排水管は自然流下を原則としているため、夜陰に乗じて産業廃水をマンホ

ールから捨てられると手に負えないという問題はある。しかし通常は上水道料金と

リンクして料金徴収され（地下水は使用量から料金徴収され）ているので排除の問

題は少ないといえよう。 

⑤ 私企業による経営が困難か？ 

上水道と極めて類似した事業であることを考えれば、私企業による経営は難しいと

は考えにくい。ただし低密度居住の地域への下水道の普及は効率性から不可能

となり別の対策が必要となろう。又排水処理水質水準がコストとの見合いで決まる

ので、河川への負荷を厳しく抑制しようとすれば料金の引き上げが必要となり、利

用者負担が増大するので水環境改善が難しくなる恐れがある｡ 

以上と同様の検討は他のサービスについても可能であるが、結論への影響は少ないの

で省略する。  
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III.公共サービスの現状と問題点 

1.自治体行政の諸問題とＣＳ（顧客満足度） 

1)自治体行政の中長期的課題 

① 税収の増加が望めなくなってきている。 

・高齢者人口が増加する中で就業人口は伸び悩み、税収の増加は期待できない

状況となっている。 

② 歳出カットも容易ではない。 

・これまでの箱物行政、バラマキ行政のつけが回ってきている。住民の多様な要

望を考慮すれば、簡単に特定のサービスをカットすることは容易ではない。 

③ サービスの見直しも必要となっている。 

・自治体行政が本来的に実行すべきサービスと、そうでないものの峻別が求めら

れるようになってきた。既に高齢者へのバスのフリーパスを有料に改める（東京

都の事例）等の状況が今後多方面にわたってでてくるものと考えられる。 

④ コスト・パフォーマンスの向上の必要性 

・当然のことながら、ゴミ収集の有料化や民営化など効率的な行政が求められるこ

とになる。 

⑤ 予算支出の適正化への要望の高まり 

・同様に③とも係わって、予算支出の適正配分問題も避けては通れない問題とな

ってくる。 

⑥ 民意把握の必要性 

・税の使い方について特別の経済理論があるわけではないので、これまでの歴史

的経緯で決まってきた配分も大幅な見直しを迫られることになろう。その際納税

者、サービス利用者の意向を尊重した税配分計画が求められるものと思われ

る。 

2)ＣＳの視点からみた自治体行政の課題 

① アウトカムによる評価の必要性が高まっている。 

・三重県事務事業評価の見直しの例に見られるように、行政の具体的成果 (アウト

カム) を明確にすることが求められつつある。具体的な指標として何を用いるか

の議論はまだ始まったばかりで、本格的な作業はこれからである。 

三重県事務事業の評価が全体としてどのように動いているかについては、三重

地方自治研究会編「事務事業評価の検証」（資料 3-3）に詳しい。これにより概

略を紹介しておく。 

i.三重県の行政改革のポイント 

a.総合企画局、総務局の設置 

事務事業や人事の評価を行う部門うひとくくりにして、県庁組織の中枢としての

機能を強化している。 
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b.事務事業評価表の作成 

全ての事業について、事業の目的を明確にすることと、その達成度を数値化す

ることを要求した、事務事業評価表を作成させた。 

c.事務事業による見直しによる事業の廃止 

d.県民局長の権限強化 

e.組織機構の変更とグループ制の導入 

係制を廃止してグループ制を敷いている。 

ii.事務事業評価の問題点 

a.事業によっては評価指標が活動指標という別の指標になっていて、実質的な

事務事業評価とはなっていない。 

b.県組織内部における評価手法としてシステム化されたところは評価できるが、

内部の評価だけで住民負担（政策）を決めてよいかという根本問題がある。 

c.内部評価のあり方としての、トップ、評価担当部署中心の評価で現場での議論

が不足している。 

② 意識調査はされているが未だ行政側の問題意識は低い。 

・県であれ、市町村であれ住民意識調査は、どこでも長期計画と関係づけて実施

されている。ずばりアウトカム指標や満足度指標に直接つながるものについて調

査しているものは極めて少ないのが現状である。しかし今後は単なる意識調査

から脱皮した、サービス別満足度の測定を指向する意識調査の試行も始まって

おり、急速な変化の可能性もある。 

③ 行政におけるＣＳの視点の重要性 

i.ＣＳ調査により原因も分かり、対策も打てることはこれまでのリサーチで明らかとな

っている。 

ii.サービス間の比較も、地域間の比較も出来ることは証明済みである。当然自治体

間の比較情報として使えることも明らかとなっている。 

iii.これによって議論が相当に前進することが期待できる。どのサービスがどこの自

治体で優れているかが手にとるように分かるということである。 

④ インターネットによる全国調査、国際調査で地域間比較情報が普及する。 

・これまでの意識調査が面接法、郵送法であったためにコスト高で、長期間を要す

るものであったものが、インターネットの普及でコスト安で短期間で実施できるよ

うになってきた。実はこの分野で革命が起こっているのである。これによって情報

が非常に早く、安く一般の住民の手の届くところに行きわたる状況がきつつある。

これに対応した自治体行政が求められるようになってきている。 

2.行政における満足度向上の必要性 

1)民間サービスに比べ公共サービスの満足度は低い。 

① 米国のＪＤパワー社（調査会社）が、1991 年にあらゆるサービスを 46 業種に分類
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し、全州約5,000 人を対象に住民の満足度を聞いたところ、政府行政は 46 業種

中最低となっている。 
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図 3-1 製品・サービスのお客様満足度調査 
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対象：米国全州
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② 社団法人日本能率協会が1992 年度に首都圏を対象に行った「製品・サービスの

お客様満足度調査」では、住民の満足度は「市・区役所」が 21 業種中最低となっ

ている。（図3-2 参照） 

2)家計支出に占める公共サービスの割合は大きい。 

・家計に占める割合の高さ (日本 34 ％、米国 34％) から見ても、生産・生活の

基盤的サービスであることから見ても、改善による社会的影響は極めて大きい。 

（前述の図1-1参照） 
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図 3-2 住民の満足度 
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n=1237
n=1443

イン ス タントコー ヒー
n=1593
    -

宅 配 便
n=2285
n=2184

航 空 会 社
n= 934
n= 950

遊 園 地
n=1317
n=1459

旅 行 代 理 店
n= 843
    -

カ ー ド
n=1433
n=1453

百 貨 店
n=3531
n=3373

銀 行 ・ 郵 便 局
n=4081
n=4151

ガ ソ リ ン ス タ ン ド
n=1605
    -

フ ァ ー ス ト フ ー ド
n=2190
n=2491

新 聞
n=2247
    -

新 幹 線
n=1256
n=1305

生 命 保 険
n=2676
n=2353

ス ー パ ー
n=2723
n=2464

鉄 道 ・ 地 下 鉄
n=3153
n=3293

フ ァ ミリー レ ス トラ ン
n=1941
n=2145

コン ビ ニ エ ン スストア
n=1814
n=1870

市 ・ 区 役 所
n=1907
n=1957

（注1）高満足度の割合は７段階に分けられた評価項目のうち、上位2項目（「非常に満足」
+ 「満足」）に回答した人の割合を示す。

（注2）回答人数は1人で複数の同業態の財・サービスを受けているので、1業態当たり
2,022人を超える場合がある。

[ 業 態 別 平 均 満 足 度 ラ ン キ ン グ ]

*資料：「製品・サービスのお客さま満足度調査」1992年12月
対象：1都3県

サンプル数：2,022人
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3.海外、日本国内における公共サービス満足度水準の現状 

まず日本国内および海外での公共サービスの満足度水準はどんな現状にあるかを見て

みよう。 

1)日本における状況 

図 3-3 全国16 都市公共サービス期待度･満足度 

 

税依存のもの
中間的なもの

料金依存のもの

税依存のもの
中間的なもの

料金依存のもの
 

資料：5-4）による 
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図 3-3は日本の典型的な16都市平均の各種公共サービスの期待度と満足度を見た

ものである。これによると次の点が明らかである。 

① 公共サービスの中で概して税依存のものは満足度は低く、料金依存のものは満

足度は高い。 

② 県会議員、市会議員への期待度、満足度は低い。 

③ 交通関連 (道路、駐車場、駐輪場、路線バス) の期待度、満足度は共に低い。 
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4)海外主要都市における状況 

図 3-4 世界 14都市公共サービス期待度･満足度 
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7上下水道 8公共医療施設
9電力 10ガス
11電話 12公園
13図書館 14河川及び海岸
15警察 16公立小学校・中学校
17市会議員 18福祉

19防災 20消防署
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満
足
度
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○ 税依存のもの
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ミラノ
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資料5-1)による 
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図 3-4 は海外主要 14 都市における公共サービスの期待度と満足度を見たものであ

る。これによると次の点が明らかである。 

① 公共サービスの中で料金依存システムの方が税金依存システムより評判がよい

のは日本の状況と変わらない。 

② 市会議員の評判は世界中どこの都市でも良くない。 

「公営住宅」「福祉」の満足度は概して低い。 
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IV .満足度の変動要因 

1.問題意識 

公共サービスの満足度が測定されたとして、当然その満足度は様々な要因により変動す

る。ここではどのような要因により変動するかをみてみる。変動要因には大別すると次の３

つが考えられる。 

1)サービス種の特性による変動 

2)回答者属性による変動 

3)その他による変動 

以下ではそれぞれについて可能なかぎりデータを示し、解説する。 

2.サービス種の特性による変動 

公共サービスを分類すると既に示したように25種ないしそれ以上になるが、サービスの

内容により何が変動要因となるかについては、これまでの調査では次の９業種につい

てのみ実施されている。ここではこの９業種について紹介しておく。データはいずれも

世界 15 都市全体の特定サービス種の満足度とその要因との重相関分析結果である。

相関があるか否かは都市により異なるが、ここでは 15 都市全体データによる解析結果

を示しておく。 

1)道路 

2)駐車場 

3)鉄道・地下鉄 

4)バス 

5)上下水道 

6)公共医療 

7)公園 

8)河川 

9)警察 

サービス種別に検討してみる。 
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1)道路 

 図4-1 道路満足度変動要因 

標準偏回帰係数

道幅が広く整備されている 0.2881

道路に凸凹がない 0.1569

道路標識が見やすい 0.0783

運転マナ− が全般によい 0.0735

排気ガスが少なく、空気がきれい 0.0668

料金所の係員が親切である -0.0441

道路管理(除雪や清掃など）が十分である

駐車違反の取締まりが適切である

道路の排水が良い

高速道路の料金が無料ないし安い

信号が少なく、右折左折車線があり車の流れがよい

駐停車禁止が徹底していて、車の流れがよい

下水、ガスなどの工事が秩序よく行われている

朝夕のラッシュ時に渋滞がない

r=0.5929 ｎ=2229

-0.5 0.0 0.5

 

図 4-1 は道路に関する満足度変動要因を示したものである。満足度に効く要因

として14の要因を調査企画時点で抽出したが、15都市共通の変動要因として有

意なものはわずか６要因となっている。最も満足度に効くのは「道幅が広く整備さ

れている」となっている。その他の要因をみると、道路の凸凹や標識やマナーの

改善など管理に係わる要因の改善も満足度に寄与することが明らかとなっている。

この傾向は日本の道路においてもほぼ同様である。 
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2)駐車場 

図 4-2 駐車場満足度変動要因 

標準偏回帰係数

利用しやすい距離にある 0.3520

利用時間に制限を�受けることがない 0.1626

応対が親切である 0.0592

治安上、不安がない

出入口で渋滞がない

施設が十分で利用し易い

料金が安い

排気ガスが少なく�空気がきれいである

利用者の要望が入れられている

r=0.5656 n=1625

-0.5 0.0 0.5

 

図 4-2 は駐車場に関する満足度変動要因を示したものである。満足度には「利

用しやすい距離にある」が一番効くとの結果となっている。当然のことながら都市

間による差があり 15 都市全体では治安要因は効かないことになっているが、都

市によってはこの要因も無視できない。また駐車場の状況により排気ガスが問題

になる都市も少なくない。 

 

3)鉄道・地下鉄 

図 4-3 鉄道・地下鉄満足度変動要因 

標準偏回帰係数

利用しやすい距離にある 0.2514

車掌などの応対が適切である 0.1640

冷房が完備している 0.1366

故障が少ない 0.1302

料金が安い 0.0869

駅や車両がきれいである 0.0726

サービス全般が�以前に比べ良くなった -0.0454

運行頻度が十分である

治安上不安がない

車掌などの応対が親切である

通勤時でも座席に座れる

r=0.6190 n=3222

-0.5 0.0 0.5

 

図 4-3 は鉄道・地下鉄に関する満足度変動要因を示したしものである。15 都市

全体では、「利用しやすい距離にある」「車掌などの応対が適切である」「冷房が

完備している」などが満足度に寄与する結果となっている。東京では故障の問題
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は極めて少ないが、オーストラリアのシドニーではこの問題は非常に大きくなって

いる。一方「通勤時座席に座れる」は東京では「そう思う」人は極端に少なくなって

いる。 

 

4)バス 

図 4-4 バス満足度変動要因 

標準偏回帰係数

停留所や車両がきれいである 0.2580

利用しやすい距離にある 0.2143

車掌や運転手などの�応対が親切である 0.1428

サービス全般が�以前に比べ良くなった 0.0917

運行頻度が十分である 0.0795

料金が安い

故障が少ない

治安上、不安がない

冷暖房が完備している

車掌や運転手などの�応対が適切である

通勤時でも座席に座れる

r=0.5445 n=1624

-0.5 0.0 0.5

 

図 4-4 はバスに関する満足度変動要因を示したものである。「停留所や車両が

きれいである」「利用しやすい距離にある」などが満足度に効く結果となっている。

どの都市においてもバスは庶民の足となっており、料金は概して安くなっている。

車両がどの程度きれいか否かはその国の国民所得や生活水準によるところが大

きいようである。 

 

5)上下水道 

図 4-5  上下水道満足度変動要因 

標準偏回帰係数

下水処理が十分されている 0.2535

水道水をそのまま飲める 0.1716

渇水などで止まることがない 0.0780

水が道路にあふれ出ることがない 0.0745

水道管破裂などの事故で、すぐ修理にきてくれる 0.0613

請求事務が適切である 0.0531

上下水道料金が安い

r=0.5185 n=2559

-0.5 0.0 0.5

 

図 4-5 は上下水道に関する満足度変動要因を示したものである。図 4-5 は上
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下水道に関する満足度変動要因を示したものである。「下水処理が十分されて

いる」「水道水をそのまま飲める」など６つの要因が満足度に寄与することが明ら

かとなっている。本来は上水道、下水道は別のシステムであり、２つに分けて聞く

べきところであるが質問項目を可能な限り少なくするために一緒にしている。 

 

6)公共医療 

 図4-6 公共医療満足度変動要因 

標準偏回帰係数

サ− ビスが以前に比べ良くなった 0.2610

医師の技術が信頼できる 0.1557

医師は患者に良く説明してくれる 0.0909

医療保険が効くので全く心配がない 0.0907

窓口で長時間待たされることがない 0.0728

利用時間に制約がない 0.0581

看護婦が親切である 0.0513

料金が安い

検査結果など全て患者に見せてくれる

看護婦が信頼できる

r=0.5534 n=2572

-0.5 0.0 0.5

 

図 4-6 は公共医療満足度変動要因を示したものである。「サービスが以前に比

べ良くなった」「医師の技術が信頼できる」など７つの要因が満足度に寄与するこ

とが明らかとなっている。途上国などでは医療保健が極めて不十分な所も少なく

ない。先進都市でも日本では「窓口で長時間待たされる」所が多いが、欧米では

予約制の導入が相当に進んでいるようである。 

 

7)公園 

図 4-7 公園満足度変動要因 

標準偏回帰係数

施設が広く、利用しやすい 0.2435

施設全般が以前に比べ良くなった 0.1635

施設が沢山ある 0.1601

施設が清潔である 0.1214

利用しやすい距離にある 0.0732

治安上心配ではない 0.0701

スポ− ツ施設などが充実している

r=0.6451 n=3462

-0.5 0.0 0.5

 

図 4-7 は公園満足度変動要因を示したものである。「施設が広く利用しやすい」



 38

「以前に比べ良くなった」など６つの要因が満足度に寄与することが明らかとなっ

た。日本では治安上の心配を訴えるケースは極めて少ないが、ニューヨークでは

調査当時は少なくとも大きな要因となっていたことを報告しておく。 

 

 

8)河川及び海岸 

図 4-8 河川及び海岸満足度変動要因 

標準偏回帰係数

水質がきれい 0.2396

散歩道などの整備がよい 0.1969

景観がよい 0.0841

全般的に以前に比べよくなった 0.0828

一般の人が泳げる 0.0741

 ゴミがなくきれいである 0.0557

釣りをする人が多い

治安上心配ではない

r=0.5689 n=2605

-0.5 0.0 0.5

 

図 4-8 は河川及び公園変動要因を示したものである。「水質がきれい」「散歩道

などの整備がよい」など６つの要因が満足度に寄与することが明らかとなった。

「水質がきれい」といっても先進国特にオーストラリア、シドニーのように自然に恵

まれた所での期待値は「水泳が出来るか否か」「自然景観を楽しめるか否か」のレ

ベルとなっている。一方、ブラジル、サンパウロ等では排水処理が不完全でありこ

のような都市では、汚い河川をなくすことが課題となっており、同じ河川・海岸でも

その期待水準には大きな差が生じている。 
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9)警察 

図 4-9 警察満足度変動要因 

標準偏回帰係数

態度・応対が適切である 0.1939

腐敗はなく、全般的に信頼できる 0.1432

サ− ビス全般が以前に比べ良くなった 0.1348

盗難事故の犯人を検挙してくれる 0.1236

応対が親切である 0.1168

毅然としていて権威がある 0.0846

重犯罪の取締まりは厳しい 0.0747

駐車違反の取締まりは厳しい

全般的に犯罪は減ってきた

スピ− ド違反の取締まりは厳しい

r=0.6429 n=1848

-0.5 0.0 0.5

 

図 4-9 は警察に関する満足度変動要因を示したものである。「態度・応対が適

切である」「腐敗はなく全般的に信頼できる」「サービス全般が以前に比べ良くな

った」など７つの要因が満足度に寄与することが明らかとなっている。スピード違

反や駐車違反の取り締まりと満足度との関係は薄いとの結果となっている。 

 

3.回答者属性による変動 

満足度の変動要因には上に述べたサービス種固有の変動要因の他に、回答者の属性に

よる変動もあり、無視できない大きな要因である。以下では各種の回答者属性別の回答

結果を示し、どの程度属性による違いがあるかを示す。 



 40

1)年齢による回答差 

① 年齢別道路期待度・満足度 

図 4-10 年齢別道路期待度・満足度 
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図 4-10 年齢別道路期待度・満足度は道路への期待度・満足度を年齢別にみ

たものである。結果は、期待度では高齢者ほど高い値となっている。満足度では

30 代を最低値として弓状になり、これより若い 20 代、10 代では上昇し、これより

年配の40代、50代、60代、70代でも同様に上昇している。働き盛りの30代が道

路を混雑時に利用するところから満足度が最も低くなっているものと思われる。30

代より若い人も、30 代より高齢の人も共に満足度得点は甘めに出る結果となって

いる。道路に限らず各種公共サービスの満足度は概して高齢者の方が満足度得

点は甘めに出る結果となることが多い。 

資料：全国国道満足度測定（2000 年 6 月） サンプル数11,398
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② 年齢別河川期待度・満足度 

図 4-11 年齢別河川期待度・満足度 
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図 4-11 年齢別河川期待度・満足度は河川への期待度・満足度を年齢別にみ

たものである。結果は、期待度では高齢者ほど高い値となっている。満足度では

各年齢層とも殆ど変わらない結果となっている。年齢による満足度差はなく、期

待度だけが高齢者ほど高い結果となっている。高齢者ほど河川の利用頻度が高

いために期待が高くなるという側面もあるものと思われる。 

資料：全国河川満足度測定（2000 年 5 月） サンプル数5,674
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2)男女による回答差 

① 男女別道路期待度・満足度 

図 4-12 男女別道路期待度・満足度 
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図 4-12 男女別道路期待度・満足度は道路への期待度・満足度を男女別にみ

たものである。年齢別期待度・満足度に比べ明らかに男女別の数値には大きな

差は認められない。男性の方が期待度が大きく、満足度が小さいのは仕事等で

利用頻度が高く、かつ渋滞等による不満が強いからと思われる。 

資料：全国国道満足度測定（2000 年 6 月） サンプル数11,490
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② 男女別河川期待度・満足度 

図 4-13 男女別河川期待度・満足度 
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図 4-13 男女別河川期待度・満足度は河川への期待度・満足度を男女別にみ

たものである。ほぼ道路と同様の結果となっている。男性の方が河川の利用頻度

が高く、かつ利用したて結果の満足度が低いため、このような結果になっているも

のと思われる。 

資料：全国河川満足度測定（2000 年 5 月） サンプル数5,721
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3)利用頻度による回答差 

① 利用頻度別道路期待度・満足度 

図 4-14 利用頻度別道路期待度・満足度 
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図 4-14 利用頻度別道路期待度・満足度は道路への期待度・満足度を利用頻

度別に見たものである。結果は利用頻度による満足度の差は全くない。期待度

は利用頻度が多い程高くなっている。道路利用の頻度が高ければ、期待が高ま

るのは当然であり、一方利用頻度の高い人ほど渋滞経験も多いため、満足度が

あまり上がらないという関係にあるのであろう。 

資料：全国国道満足度測定（2000 年 6 月） サンプル数11,391
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4)利用目的による回答差 

図 4-15 利用目的別道路期待度・満足度 
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図 4-15 利用目的別道路期待度・満足度は道路への期待度・満足度を利用目

的別にみたものである。期待度が高い順位は買い物、通勤・通学、仕事、レジャ

ーとなっている。満足度が高い順位は買い物、仕事、通勤・通学、レジャーとなっ

ている。買い物は期待度・満足度ともに高くなっている。買い物の場合、行く先を

選べること、また渋滞時間帯を外して行くことが可能なことから、このような結果と

なったものと思われる。レジャーは期待度・満足度ともに低い値となっている。こ

れは行楽シーズンが限られること、行く先が限られること、土曜、日曜に集中する

こと、渋滞をある程度覚悟する必要があり、結果として期待度も満足度も低くなる

ものと思われる。 

資料：全国国道満足度測定（2000 年 6 月） サンプル数11,391
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5)職業による回答差 

図 4-16 職業別道路期待度・満足度 
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図 4-16 職業別道路期待度・満足度は道路への期待度・満足度を職業別にみ

たものである。期待度がもっとも高く、満足度が最も低いのは自営業主である。反

対に期待度がもっとも低く、満足度がもっとも高いのは学生である。自営業主で

は道路の利用頻度が高く、当然期待度も高いが、実際の道路は渋滞し満足度が

低いからであろう。学生の期待度が低く、満足度が高いのは自営業主とは異なり、

道路の利用頻度が低いためであろう。 

 

6)居住年数による回答差 

多くの場合居住年数と年齢とには高い相関が認められる。高齢者ほどその地域

に長く住む可能性が高いからである。従って居住年数による回答差は年齢による

回答差と類似する場合が多い。ここでは図を省略する。 

資料：全国国道満足度測定（2000 年 6 月） サンプル数11,358
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4.その他の要因による変動 

以上の他に満足度に影響を与える因子には次のようなものがある。それについて簡単に

述べる。 

① 地域間格差 

② 調査方法による差（郵送法とインターネット法） 

③ インターネットによる測定値と年齢補正値との比較 

④ インターネット人口の偏りについて 

1)地域間格差 

同じサービスであっても、地域によって満足度に大幅な差が出るのは当然である。

利用主体、サービス水準、供給主体等が異なるからである。いくつかの典型例を

紹介しておく。 

 

① 世界15 都市サービス種別満足度順位 

表4-1 世界15都市サービス種別満足度順位はサービス種別に満足度順位を15

都市についてみたものである。全サービス種平均でみると、一位トロント 二位コペ

ンハーゲン 三位ニューヨーク となり、東京は九位になっている。最貧国グルー

プに属すると言われるアンタナナリボ（マダガスカル）は最下位であり、一人当たり

年間所得がおよそ 6000ドルと言われるサンパウロ（ブラジル）は14位となっている。

このことから公共サービス水準は概してその国の所得水準に依存すると言えよう。 



 

 

4
8

 

                       順位

サービス種 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位

1 道路 ﾐｭﾝﾍﾝ ﾄﾛﾝﾄ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ﾆｭｰ ﾖｰ ｸ 東京 ﾊ ﾘ゚ 香港 ﾘｽﾎ ﾝ゙ ﾐﾗﾉ ｿｳﾙ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ

2 駐車場 ﾄﾛﾝﾄ ﾆｭｰ ﾖｰｸ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾐｭﾝﾍﾝ ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ 東京 ﾊ ﾘ゚ 香港 ｻﾝﾊ ｳ゚ﾛ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ｿｳﾙ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ ﾐﾗﾉ

3 鉄道・地下鉄 香港 ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ 東京 ﾘｽﾎ ﾝ゙ ﾄﾛﾝﾄ ﾐｭﾝﾍﾝ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ ｿｳﾙ ﾊ ﾘ゚ ﾆｭｰ ﾖｰ ｸ ﾐﾗﾉ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ

4 バス ﾐｭﾝﾍﾝ ﾆｭｰ ﾖｰｸ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ 香港 ﾄﾛﾝﾄ ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ﾊ ﾘ゚ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ｼﾄ ﾆ゙ｰ 東京 ﾐﾗﾉ ｿｳﾙ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ

5 ゴミ処理 ﾆｭｰﾖｰｸ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾐｭﾝﾍﾝ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ﾄﾛﾝﾄ 東京 ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ 香港 ﾊ ﾘ゚ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ ﾐﾗﾉ ｿｳﾙ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ

6 郵便局 香港 ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾆｭｰ ﾖｰ ｸ 東京 ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ ﾄﾛﾝﾄ ｿｳﾙ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ﾊ ﾘ゚ ﾐｭﾝﾍﾝ ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ﾐﾗﾉ

7 上下水道 ﾐｭﾝﾍﾝ ﾄﾛﾝﾄ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ﾆｭｰ ﾖｰ ｸ ﾊ ﾘ゚ 東京 ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ﾐﾗﾉ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ ｿｳﾙ 香港 ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ

8 公共医療施設 ｼﾄ ﾆ゙ｰ ﾆｭｰ ﾖｰ ｸ ﾐｭﾝﾍﾝ ﾄﾛﾝﾄ 香港 ﾊ ﾘ゚ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ 東京 ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ｿｳﾙ ﾐﾗﾉ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ

9 電力 ﾄﾛﾝﾄ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ｼﾄ ﾆ゙ｰ 香港 ﾆｭｰ ﾖｰｸ ﾐｭﾝﾍﾝ 東京 ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ ﾊ ﾘ゚ ｿｳﾙ ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ﾐﾗﾉ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ

10 ガス ﾆｭｰ ﾖｰｸ 香港 ﾄﾛﾝﾄ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ 東京 ｿｳﾙ ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ﾊ ﾘ゚ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ ﾐｭﾝﾍﾝ ﾐﾗﾉ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ

11 電話 香港 ﾄﾛﾝﾄ ﾆｭｰ ﾖｰｸ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ｿｳﾙ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ﾐｭﾝﾍﾝ ﾊ ﾘ゚ 東京 ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ﾐﾗﾉ

12 公園 ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ﾐｭﾝﾍﾝ ﾄﾛﾝﾄ ﾊ ﾘ゚ ﾆｭｰ ﾖｰ ｸ 香港 ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ 東京 ｿｳﾙ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ ﾐﾗﾉ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ

13 図書館 ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾆｭｰ ﾖｰ ｸ ﾄﾛﾝﾄ ｼﾄ ﾆ゙ｰ 東京 ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ﾐｭﾝﾍﾝ ﾊ ﾘ゚ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ 香港 ﾐﾗﾉ ｿｳﾙ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ

14 河川及び海岸 ｼﾄ ﾆ゙ｰ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ﾐｭﾝﾍﾝ ﾆｭｰ ﾖｰ ｸ ﾊ ﾘ゚ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ﾄﾛﾝﾄ ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ﾐﾗﾉ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ 香港 東京 ｿｳﾙ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ

15 警察 ﾄﾛﾝﾄ ﾆｭｰ ﾖｰｸ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾐｭﾝﾍﾝ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ 香港 東京 ﾊ ﾘ゚ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ｿｳﾙ ﾐﾗﾉ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ

16 公立小学校・中学校 ﾆｭｰﾖｰｸ 香港 ﾄﾛﾝﾄ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ﾐｭﾝﾍﾝ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ﾊ ﾘ゚ 東京 ﾐﾗﾉ ｿｳﾙ ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ

17 市会議員 ﾄﾛﾝﾄ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾐｭﾝﾍﾝ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ﾆｭｰ ﾖｰ ｸ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ﾊ ﾘ゚ 香港 ﾐﾗﾉ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ 東京 ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ｿｳﾙ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ

18 福祉 ｼﾄ ﾆ゙ｰ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾄﾛﾝﾄ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ﾐｭﾝﾍﾝ ﾊ ﾘ゚ ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ 東京 ﾆｭｰ ﾖｰｸ ﾐﾗﾉ 香港 ﾘｽﾎ ﾝ゙ ｿｳﾙ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ

19 防災 ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾆｭｰ ﾖｰ ｸ ﾐｭﾝﾍﾝ ﾄﾛﾝﾄ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ﾊ ﾘ゚ 東京 ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ 香港 ﾘｽﾎ ﾝ゙ ﾐﾗﾉ ｿｳﾙ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ

20 消防署 ｻﾝﾊ ｳ゚ﾛ ﾆｭｰ ﾖｰ ｸ ﾄﾛﾝﾄ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ﾊ ﾘ゚ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ﾐｭﾝﾍﾝ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ 東京 香港 ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ｿｳﾙ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ﾐﾗﾉ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ

21 公営住宅 ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ﾐｭﾝﾍﾝ ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ﾄﾛﾝﾄ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ ﾊ ﾘ゚ ｿｳﾙ 東京 ﾐﾗﾉ 香港 ﾆｭｰﾖｰｸ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ

ﾄﾛﾝﾄ ｺﾍ ﾝ゚ﾊ ｰ ｹ ﾝ゙ ﾆｭｰ ﾖｰ ｸ ﾐｭﾝﾍﾝ ｼﾄ ﾆ゙ｰ ﾛﾝﾄ ﾝ゙ 香港 ﾊ ﾘ゚ 東京 ﾏﾄ ﾘ゙ｯﾄﾞ ﾘｽ ﾎ ﾝ゙ ｿｳﾙ ﾐﾗﾉ ｻ ﾝﾊ ｳ゚ﾛ ｱﾝﾀﾅ ﾅ ﾘﾎ ﾞ

資料：世界主要都市道路交通等利用者満足度比較調査(2000年6月）

表4-1  世界１5都市 サービス種別満足度順位

満足度

21業種平均

 



 

 49

 

② 日本 264 市区郡別自治体満足度ランキング 

表 7-1 の日本 264 市区郡別自治体満足度ランキングを参照されたい。 

 

これは日本の 264 自治体について満足度ランキングを示したものである。整理し

直せば人口規模別のランキングも明らかにすることができる。同様に都道府県の

中でのランキングも明らかにできる。いずれにせよ地域による満足度差は相当に

大きく、原因は様々であろうが各地区各様に満足度向上の可能性があることを示

している。 

 

2)調査方法による差（郵送法とインターネット法） 

河川の期待度・満足度について、郵送法とインターネット法の比較を試みたデータが

ある。ここではそれを示せないが、結論は次の通りである。 

① 期待度では概して郵送法の得点が若干高く、インターネット法の得点が低くなっ

ている。 

② 満足度ではインターネット法の得点がかなり高くなっている。 

③ インターネット法による回答者は懸賞目当ての人も多く、結果として河川への満

足度が甘めに出たものと思われる。 

④ 従って今後の各種のインターネット調査では満足度は郵送法に比べ甘めに出る

ものと考えておいた方がよい。主として懸賞によるため、調査主催者への追従の

可能性があるものと考えられるからである。 

3)インターネット法による結果値と年齢補正値との比較 

図 4-17 年齢補正による道路への期待度・満足度 

2

3

4

5

2 3 4 5

期 待 度

満
 
足
 
度

補正値

実測値

 
資料：全国国道満足度測定（2000年6月） サンプル数11,398
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図 4-17 年齢補正による道路への期待度・満足度は道路への期待度・満足度に

ついて実測値と年齢補正値とを比較したものである。 

・年齢別回答者割合をみると、インターネットによる調査のため 20 代（37％）、30

代（39％）が非常に多く、高齢者層が少なくなっている。真の値を知るためには若

年層中心の実測値を補正する必要がある。 

・年齢別の満足度に住民基本台帳による年齢割合を乗じ、補正値を求めた。期

待度についても同様に求めている。 

・補正後は、期待度・満足度ともに高い傾向にある高齢層の回答者割合が大きく

なるため、補正値は期待度・満足度ともに実測値より高くなっている。 
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4)インターネット人口の偏りについて 

全国を対象にインターネット法により 10000 ∼ 40000 サンプル規模の調査を実

施すると、概してインターネット利用者が都会に多いところから回答者分布には

相当の偏りが見られる。どの程度の水準であるかをみるため、表 4-2 インターネ

ットアンケート回収数対都道府県別人口比較 をみてみる。これによると次の点が

明らかである。 

① 表 4-2 ではインターネットアクセス係数（＝インターネット回収数対全国比／人口

対全国比）を求めている。 

② 河川調査、道路調査、自治体調査いずれもインターネットを用いた場合のアクセ

ス係数を求めたものである。以上の３調査のインターネット係数は各都道府県とも

類似している。 

③ 概数を地方別にみると次の通りである。 

i.全国 1.00 

ii.北海道・東北 0.66∼ 0.68 

iii.関東 1.27∼ 1.29 

iv.北陸 0.71∼ 0.82 

v.中部 0.96∼ 0.99 

vi.近畿 1.23∼ 1.26 

vii.中国 0.80∼ 0.92 

viii.四国 0.71∼ 0.80 

ix.九州・沖縄 0.50∼ 0.56 

④ 関東・近畿を除けばインターネットアクセス係数はいずれも 1.0 を割っており、人

口に比べインターネット人口が少ないことを示している。 
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表 4-2 インターネットアンケート回収数対都道府県別人口比較 

*資料：住民基本台帳H 11年3月31日現在値

河川 道路 自治体
総計 1.00 1.00 1.00
北海道・東北地方 0.66 0.68 0.68
北海道 0.88 0.84 0.85
青森県 0.60 0.57 0.52
岩手県 0.43 0.46 0.50
宮城県 0.85 0.89 0.93
秋田県 0.39 0.44 0.42
山形県 0.59 0.50 0.52
福島県 0.25 0.45 0.45
関東地方 1.28 1.27 1.29
茨城県 0.73 0.77 0.79
栃木県 0.67 0.61 0.52
群馬県 0.56 0.60 0.62
埼玉県 1.29 1.25 1.22
千葉県 1.10 1.28 1.29
東京都 1.64 1.51 1.57
神奈川県 1.47 1.52 1.54
山梨県 0.79 0.61 0.65
北陸地方 0.77 0.82 0.71
新潟県 0.65 0.67 0.56
富山県 0.83 0.94 0.83
石川県 0.90 0.98 0.89
福井県 0.87 0.87 0.73
中部地方 0.97 0.99 0.96
長野県 0.74 0.88 0.74
岐阜県 0.88 0.83 0.74
静岡県 0.84 0.87 0.89
愛知県 1.13 1.14 1.14
三重県 0.99 0.96 0.92
近畿地方 1.26 1.23 1.25
滋賀県 1.16 1.09 1.06
京都府 1.33 1.13 1.15
大阪府 1.31 1.36 1.38
兵庫県 1.27 1.18 1.27
奈良県 1.35 1.37 1.19
和歌山県 0.68 0.62 0.77
中国地方 0.81 0.92 0.80
鳥取県 0.48 0.65 0.68
島根県 0.64 0.67 0.59
岡山県 0.93 0.97 0.85
広島県 0.95 1.15 0.95
山口県 0.63 0.63 0.59
四国地方 0.80 0.72 0.71
徳島県 1.01 0.77 0.68
香川県 0.84 0.76 0.97
愛媛県 0.77 0.74 0.67
高知県 0.59 0.61 0.46
九州・沖縄地方 0.52 0.50 0.56
福岡県 0.71 0.64 0.71
佐賀県 0.31 0.30 0.33
長崎県 0.39 0.40 0.46
熊本県 0.51 0.52 0.47
大分県 0.56 0.53 0.67
宮崎県 0.39 0.48 0.43
鹿児島県 0.46 0.39 0.42
沖縄県 0.26 0.34 0.52

インターネットアクセス係数 = インターネット回収数対全国比 / 人口対全国比 
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V .原因分析と対策 

1.公共サービスの満足度は何故低いのか？ 

民間は競争場裡で事業を進めている。一方公共サービスは地域独占であるため競争

原理が働かない。従って事業者のトップから末端の職員まで競ってサービスをよくしようと

いう動機が働かない。結果は低サービス水準に落ちつかざるを得ない。 

更に公共サービスの中で料金依存のものは利用者は使用数量を節約して、支出額を

他に振り向けることも可能であるが、税依存のものは節約の方法もなく、質の低いサービ

スを甘んじて受けざるを得ない。結果として利用者の不満はつのる関係にある。ちなみに

サービス種別不満の理由を見ると表 5-1 のようになる。 

 

(  )内は「非常にそう思う＋ややそう思う」人の割合

第1位 第2位 第3位

1.道路
朝夕のラッシュ時に
渋滞がある(82%)

排気ガスが多く、
空気が汚い(73%)

運転マナーが
全般に悪い(64%)

2.駐車場*2 排気ガスが多く、
空気が汚い(69%)

料金が高い(60%)
施設が不十分で
利用しにくい(56%)

3.鉄道・地下鉄
通勤時に座席に
座れない(62%)

冷房が不備である(49%) 故障が多い(48%)

4.バス*2 通勤時に座席に
座れない(60%)

冷暖房が不備である(48%)
運行頻度が
不十分である(47%)

5.上下水道
水道水をそのまま
飲めない(40%)

水が道路にあふれ
出ることがある(30%)

管破裂等事故ですぐ
修理に来てくれない(28%)

6.公共医療施設
窓口で長時間
待たされる(54%)

利用時間に制約がある(46%) 料金が高い(34%)

7.公園 治安上心配である(38%)
スポーツ施設などが
充実していない(34%)

施設が不潔である(31%)

8.河川及び海岸 水質が汚い(46%) ゴミが多く汚い(43%) 一般の人が泳げない(40%)

9.警察
全般に犯罪は
増えてきた(52%)

盗難事故の犯人を
検挙してくれない(50%)

腐敗があり全般に
信頼できない(39%)

*1

調査実施：1996年7月∼ 2000年1月

総回答数：5,035票

*2 5都市（パリ・ミュンヘン・ミラノ・トロント・ソウル）の平均

世界14都市*1平均 サービス種別不満の理由（第1位∼ 第3位）

世界14都市：東京・ニューヨーク・香港・ロンドン・シドニー･サンパウロ・アンタナナリボ・マドリッド・
リスボン・パリ・ミュンヘン・ミラノ・トロント・ソウル

不満の理由

サービス種別

 

例えば道路では「朝夕の渋滞がある 82％」「排気ガスが多く空気が汚い 73％」「運転マ

ナーが全般に悪い 64％」となっている。 

表 5-1
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2.公共サービスの満足度改善の主な対策に何があるのか？ 

公共サービスの満足度を向上させるためにどんな対策を打てばよいか？それは調査上難

しいテーマではない。満足度指標と満足度構成要因（これには原因系と対策系とがある）

との重相関分析により何が満足度向上に有効か、どの位効くかが把握できるからである。

図 5-1 に事例として河川（Ｔ川）の満足度とその向上要因との重相関分析結果を示す。 

 

図 5-1 満足度と満足要因・不満要因との重相関分析結果 

要 因 T  川全体 本川下流 本川中流 本川上流

イ．護岸が整備されていて安心

ロ．利用目的から今の水質でよい

ハ．自然が残っている

ニ．オープンスペースがある

ホ．川べりが歩けるように整備されている

ヘ．車が通らないなど、解放感がある

ト．水質がよくない

チ．ｺﾝｸﾘｰ ﾄ護岸が見苦しい

リ．ゴミなどで汚れている

ヌ．川べりに下りられない

ル．川へ出る道が整備されていない
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ヘ．車が通らないなど、解放感がある

ト．水質がよくない

チ．ｺﾝｸﾘｰ ﾄ護岸が見苦しい

リ．ゴミなどで汚れている

ヌ．川べりに下りられない
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この事例では重相関係数が 0.7 を超えているが、どの調査事例でもこのようにうまくいくと

は限らない。それでも満足度にどのような要因が貢献しているかはよく分かる。全国の道

路、河川、海岸の事例は後に示す。 

3.個別の対策以外の対策に何があるか？ 

1)税取り立て⇒料金方式へ（民営化） 

概して料金をとる公共サービス（電力、ガス、電話等）の満足度水準は高く、税金に

依存する公共サービスの満足度水準は低いということである。料金依存の公共サー

ビスは料金のしばりがあり、簡単に料金を引き上げられないこと、サービスによっては

一部代替性もあり、競争場裡におかれていることもあるからであろう。一方、税金とい

う形で強制的に費用を徴収しているサービスはその費用も明確ではなく、厳しい評

価の対象にならないため、サービス水準がイージーに流れるのであろう。このことから

単純化すれば、公共サービスは①料金化できるものは料金化②民営化できるものは
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民営化③税金徴収によるサービスは可能な限り取り止める方向で検討されるべきと

言えよう。 

2)議会制民主主義制度の修正 

① 市会議員への低評価は世界15都市に限らず、日本の16都市にも共通に見られ

る現象であることは既に述べた通りである。 

② 浦安市について1991年に実施した調査で（表5-2 参照）、市行政の総合満足度

との相関分析を行ったところ、個別サービスで相関するものはなく、唯一、市会議

員の満足度とに相関が見られている（ｒ＝0.634 ）。市行政の満足度に直接的に関

係するのはは市会議員であるということである。 

表 5-2 市行政全般と各サービスとの相関係数（浦安市） 

有効サンプル数：384

サービス区分 相関係数

窓口サービス      0.1640

市役所の設備・雰囲気  0.2190

浦安図書館 0.1914

公民館   0.1522

成人教育 0.2762

郵便局 0.1738

税務署 0.2463

警察署 0.2871

消防署 0.2439

保健所   0.2288

公共スポーツ施設   0.1796

医療施設  0.2798

営団地下鉄 0.1039

ＪＲ    0.1926

路線バス 0.1544

N TT 0.1321

東京電力 0.3408

京葉ガス  0.3384

上・下水道 0.2915

ゴミ処理  0.2880

駐車場   0.4205

駐輪場   0.3603

市議会及び議員 0.6343

市行政全般について  

 

資料：(株)ワード研究所 自主研究 (1991 年実施) 

③ 日本の 16 都市で市会議員への不満の理由を聞いたところ、第一の理由は「自分

たちの要望を聞いてくれない」であり、回答者割合は30％に達している。 

① 議会制民主主義は形式的に民意を反映していることになっているが、満足度測
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定の結果からみる限り、自由主義諸国のあらゆる地域で極めて低い評価となって

いることが、既に世界の15都市について証明されている。他の都市でも同様の結

果が予測される。抜本的な制度の見直し、現行制度を改善するための公聴機能

の強化が求められている。 

② 以上の事実から、選挙制度の変更を含めて、質の高い市会議員を選出する方法

を考えなければならないことは、各国各都市にとって重要な懸案事項だといえよう。

ただし、議員の質の向上が真に全体満足度の向上につながるかは更なる検討が

必要である。 

③ 市会議員の質の向上のために選挙制度をどのように改革すべきかについてはＰ．

Ｆ．ドラッカーが「新しい現実」（資料 3-13）の中で具体的に提案している。その要

点を紹介しておく。 

i.先進国において暴威を振るい、政治を麻痺させているものが、大衆運動という名

の単一目的の圧力集団である。現在はこれら大衆運動のために政治の意志決

定の中心が急速にロビイストに移りつつある。 

ii.単一目的の利益集団の力を消滅させるための１つの方法は、選挙資金の調達に

関する改革である。 

iii.政治献金は、いかなる形のものにせよ、また誰からのものにせよ、全て禁ずべき

である。 

iv.同時に選挙資金そのものも、一定の低い水準以上は禁ずることである。そして選

挙後、落選者を含めて、得票数に応じて使った選挙資金を埋め合わせてやるこ

とである。 

要は選挙資金は全て国ないし自治体の費用（＝税金）で安く行う。これにより誰も

が平等に被選挙人になれるということである。一方それ以外からの選挙資金を禁

止することにより特定団体の政治への影響を弱めるべきであるとしている。日本の

現行の政党助成法はこの趣旨に沿ったものであるが十分とは言えず、一方で政治

献金の禁止をしていないので、はなはだ不完全な選挙制度と言わざるを得ない。 
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VI.今後の公共サービスの望ましい姿の検討 

1.近未来の変化要因とその評価 

1)近未来変化要因に何があるか？ 

ここでは次の３つを取り上げておく。 

① 少子高齢化の進行 

② 地方分権の進展 

③ 財政収支の逼迫 

以下にこれらについて述べる。 

① 少子高齢化の進行 

少子高齢化に対応して行政には次のようなことが期待されるであろう。 

i.保育園、幼稚園の充実 

具体的には子供を持つ女性就業者のための利便化の工夫が求められる。例

えば保育時間の延長、駅前立地或いは就業先での同上機能の充実などである。

既に民間企業ではヤクルト、ベネッセなどでは実施されており、各自治体でも保

育時間の延長、駅前立地への取り組みが進んでいる。今後もこの傾向はより顕

著になるものと思われる。 

ii.後期高齢者福祉対策の充実 

介護保険の充実を初め、各種の後期高齢者福祉の充実が求められる。独居

老人の増加、寝たきり老人、痴呆老人などの増加に伴い、個人では対応しきれな

い諸問題に行政が対応するように求められるであろう。 

iii.前期高齢者対策の充実 

具体的には職業確保対策であろう。元気な高齢者を活用する立場から「生涯

現役」の発想が求められ、再就職のための訓練、就業先の斡旋など各地域での

取り組みが必要となるであろう。 

② 地方分権の進展 

i.地方行政の責任の重さが増す 

これまで三割自治などと揶揄され、地方自治の責任の軽さが指摘されてきてい

るが、これからは地方分権の進展により地方自治体の責任は重くなるはずである。

補助金行政をかくれみのに言い訳ができたものが、それも難しくなるはずである。

自治体の責任で何を実施し、何を取り止めるのかを明確にすることが求められる

であろう。 

ii.地方の個性の発揮の可能性が高まる 

ⅰ.と関係して各地方の行政サービスの質も量も、地域のニーズに合わせて実

施されることになるので、当然各地域の個性的な公共サービスの実施が期待され、

結果として各地に様々な個性的なサービスが実施されることになるであろう。 
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iii.地域間格差の出現とその情報の周知化の進展 

これまでの地方自治体の満足度ランキング調査においても、満足度全国一位

の自治体と最下位の自治体とでは、満足度得点差は５点満点で 1.92 点となって

いる。地方自治体の経営努力の差は現時点でもこのように大きいが、将来的に

は更に大きくなる可能性がある。経営努力の大小により更にこの差が開く可能性

があるからである。 

更にこのような情報が公表される傾向が出てきているため、一般市民もその情

報を知り、行政に様々な要望を提示する機会が増えるものと思われる。その結果

行政もそれなりの努力をせざるを得ない環境におかれるものと思われる。情報周

知化の進展により、結果として自治体間サービス格差は縮まる可能性がないでも

ない。 

③ 財政収支の逼迫 

i.公共サービスの要・不要の峻別 

某県、某市において行政サービス別の満足度とその理由を調査し、重相関分

析により解いたところ、現在行われているサービスのいくつかは満足度向上に全

く寄与しないことが明らかとなっている。自治体の企画担当者は市民の満足度評

価の厳しさに頭を抱える状況であった。安易に少数の市民の要望によりサービス

メニューを増やしても、自治体職員の自己満足にしかならず、多くの市民の評価

を得ることにはならないことを示している。これからの財政収支の逼迫の中で各サ

ービスの必要度評価は厳しいものが求められることになろう。 

ii.低予算・高サービス水準への期待 

同様に限られた予算の中で従来のサービスでは飽き足らず、より高度のサー

ビスを求める動きも出てきている。某市では図書館サービスは現状水準で十分で

あるが、小中学校の教育には甚だ不満との結果が出ている。限られた予算の中

でより有効に予算を使い、より高度のサービスを期待する傾向が今後ますます強

まるものと思われる。サービスの中には予算化されなければ水準が向上しないも

のもあるが、そうでないものもあることに注意しなければならない。 

iii.コスト削減要望の高まり 

民間企業経験者が自治体経営を見て、最も不満、不信を抱くのは、コトス意識

の希薄なことであろう。現職員が日常遂行している業務を分析すれば、派遣社員、

アルバイトで十分な仕事が少なくない筈である。既に地方自治体の中で可能な

限り派遣社員やアルバイトを有効活用しているところも出てきている。コスト削減

の要望に沿ってこのような努力は今後ますます必要になるものと思われる。 

2.行政サービスの提供のあり方について 

1)料金化の可能性 

現状分析の章で既に述べたように、公共サービスの中でも概して税金徴収により
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実施されるものは料金徴収によるものより、市民の満足度が低いことが指摘されてい

る。例えばゴミ処理は日本の場合、多くの地域で無料が原則となっている。その主な

理由は有料化すると不法投棄が増えるというものである。しかし一方無料であるため

に不要なゴミが発生していることも事実であり、ゴミの無料収集は経済原則に合わず、

有料化し、不法投棄は厳しく罰する方向が全体としては望ましいであろう。 

一般道路についても朝夕の渋滞は問題になっているが、道路の拡幅は短期的に

は難しいとすれば、需要抑制を考えるのが妥当であろう。不要不急の車が一定地域

内に入らないように抑制するための料金制は一般論としてかなり有効な筈である。既

に東京都では都内に入る車の抑制対策として、料金徴収を考えている。 

2)民営化の可能性 （ＰＦＩを含む） 

現在行政で行っているサービスを民間で実施すると、どの位コストを削減できるか

を調査した結果がある。地方自治経営学会が平成12年４月に「公立と民間とのコスト

とサービス比較」を発表している。これによると次のような結果となっている。 

① 可燃ゴミ収集 44.6％（公共コスト＝100 として） 

② 学校給食 47.4％ 

③ 運転手付き公用車 16.3％ 

④ 保育所 27.4％ 

⑤ 学童保育 35.0％ 

これらは一例であるが、具体的には正規職員を嘱託に切り換えたり、シルバー人

材センターに委託したり、様々な民間の力を活用することによるものである。 

ＰＦＩ（Private Finance Initiative＝民間資本を活用した社会資本整備) の導入に

ついても近年議論が盛んである。限られた行政予算の中でより多くの行政サービス

を実施するために民間資本を活用し、道路、鉄道、ゴミ処理などに採用しようとするも

のである。既に福岡市ではリサイクル施設の建設から運営まで全て民間企業に委託

する方式を導入するという。ＰＦＩの長所は事前にコスト・パフォーマンスを評価し、採

算性を吟味し、そのプロジェクトが導入されることである。民間が参加することにより、

この点がシビアに評価され、運営されるため放漫経営の可能性は極めて小さいとい

うことである。 

3)ＮＰＯ、ＮＧＯの可能性 

民間経営による儲け主義でもなく、官営による建前主義、巨大組織主義でもなく、

要するに直面する問題を的確に捕らえ、対応を図ろうとするセンスの良さがＮＰＯ、Ｎ

ＧＯが現代社会に受け入れられている最大の理由であろう。阪神大震災直後のボラ

ンティア活動が社会から高く評価されたのはその一例と言える。 

欧米は別として日本でこれらの組織がマイナーな存在に過ぎないのは、経営セン

スや営業センスが不足しているからと思われる。また、社会全体として支援していこう

とする風潮や国・自治体の税制面等での優遇策などがまだ不足しているからであろ
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う。 

そうは言っても国は1998年３月に「特定非営利活動促進法」（ＮＰＯ法）を施行して

いる。今後は社会的ニーズの強い様々な課題に対し、ＮＰＯ、ＮＧＯの組織が積極

的に進出してくる可能性は高い。 

3.市民と情報発信との関わり 

1)公共サービス情報の充実 

公共サービスに係る公表される情報には様々なものがある。現在既に次のようなも

のが各種の主体から公表されている。 

① 公共サービス提供側からの情報公開 

② オンブズマン活動による情報提供 

③ 市民自らの市民意向情報（例：ＪＣによる意識調査） 

④ 各種の住民投票 

⑤ ＮＰＯ、ＮＧＯ等による情報提供 

2)サービス種別満足度等の情報提供 

情報提供がカバーする地域の範囲、サービスの範囲、情報の性格など様々であ

るが、現在でも相当の情報が提示され、マスコミ等により露出されている。サービス種

別に例を上げれば次のようなものがある。(株)ワード研究所がこれまでに自主研究等

で実施してきたものは煩雑になるので、ここでは割愛する。 

① ゴミ処理：特定市での満足度測定が実施されている。 

② 図書館：同上 

③ 市区町村の窓口サービス：東京都杉並区で満足度測定が昨年からスタートして

いる。 

④ 病院：ＮＰＯ組織による病院の評価が始まっている。 

⑤ 日経ビジネスが病院へのアンケートを既に２度にわたって実施している。 

⑥ 道路：国土交通省でも満足度測定をスタートさせている。土木学会論文集にも報

文が寄せられている。 

⑦ 鉄道・地下鉄：ＪＲ東日本は利用客を対象に満足度調査を実施している。 

⑧ 公園：特定市での満足度測定が実施されている。 

⑨ 高齢者福祉：同上 

⑩ 消防署：同上 

⑪ 水道：同上 

⑫ 公営スポーツ施設：特定市での満足度測定が実施されている。 

⑬ 下水道：同上 

⑭ 保育園・幼稚園：同上 

⑮ 公立小・中学校：同上 
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⑯ 小・中学生を対象に授業の分かりやすさなどのアンケートが実施されている。 

⑰ 公営バス：特定市での満足度測定が実施されている。 

⑱ 市議会議員：自治体調査の中にこれを含むことは相当の心理的抵抗があるため

か行われている事例は公表されていない。 

⑲ 警察：同上 

⑳ 河川・海岸：河川法、海岸法の改正により住民意向を長期計画に反映することが

義務づけられたため、各種の意識調査が各地域毎に全国的に始めら

れている。全国を対象とした河川、海岸の満足度測定も実施されてい

る。 

大学：学生が授業を評価する傾向も近年盛んである。入学試験の偏差値情報以

外に授業の面白さ、充実度などの情報が公表されつつある。今後

はますますこの種の情報は充実してくるものと思われる。 

マスコミもランキング情報、不満の理由情報を積極的に掲載している。特に当該地

域がランキングで極端に高い場合、低い場合には強い関心を寄せる傾向がある。 

3)情報に基づく行動と公共サービスへの影響 

新聞等に情報が公表されることにより、市民がそれをもとに住居を移すということが

既に発生している。例えば図書館の評判の高い浦安市へ他市から転居する人、高

齢者福祉が充実していると言われる江戸川区へ他地域から転居する人など、既に新

聞で報道されている。地域人口に占める割合は極めて少ないであろうが、既にこのよ

うな現象は起こっている。 

転居には至らないまでも、地域の公共サービスの良否について風評がたち、デー

タが公表され、一般に認知された場合、供給側での対応には大きく二つのパターン

が考えられる。 

一つはデータをできるだけひた隠しにし、消極的に対応する場合である。もう一つ

は積極的に情報を受け止め、不満情報を新たな行政需要と受け止め、サービス改

善につなぐ対応である。 

マスコミ等に大きく報道された場合消極的方法では乗り切れず、積極的対応をせ

ざるを得ない局面が多くなるものと考えられる。一方これまでの供給主体の体質から

消極的対応も少なからず生ずるものと考えられ、この場合は利用者から「バカにされ

る」形で評価を受け、結果は信頼度が低下し、新たな供給主体からの増税、負担金

増、その他の提案が受入れられなくなることも十分に考えられる。 

4.合併再編と公共サービス満足度との関係 

1)問題意識 

標記の関係については以下の２つの課題に応える必要があるであろう。 

① 合併再編にどんな効果が期待されるのか 

② 合併再編は市民満足度の面からみてプラスか否か 

21 
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2)合併再編のプラスとマイナスについて（上尾市の場合） 

一般に合併の大義名分は非常に成立しにくいのが現状である。現在新さいたま市に

吸収合併をするかしないかで議論の別れている上尾市の例をみてみる。上尾市が

合併し、政令指定都市になった場合のメリット・デメリットを次のように整理している。 

① 政令指定都市制度とは、大都市に県並みの権限・財源を持たせ、合理的で効率

的な行政運営ができるように様々な便宜を図った制度である。 

② 合併のメリット・デメリットについては考え方や立場により異なるが、上尾市として認

識できることを次のように掲載する。 

i.メリット 

a.市役所本庁舎のほかに、人口 15∼ 20 万人を単位に区役所が設置され、市民

生活に密着した事務のほとんどを取り扱うことになる。 

b.事務権限の委譲が図られ、県で行っている事務のうち、市民生活に関わりの深

い事務の多くが市に委譲される。 

c.広域的な観点から市民体育館等のスポーツ施設、公民館、図書館等の公共施

設が効率的に配置され、類似施設の重複がなくなる。 

d.都市のイメージアップにつながり、大企業や事務所の進出が予想され、都市機

能の集積が一層進み、雇用機会確保が図られる。 

e.行政の統合により、行政リストラが進められ、効果的で基礎の強い自治体を作

ることができる。 

f.石油ガス譲与税、軽油引取税交付金、宝くじ発売収益金が新たに交付される。

また、地方道路譲与税、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金、

地方交付税の増額など様々な財政制度の特例が設けられている。 

g.合併・政令指定都市を機会に、市民の行政意識が高まる。 

ii.デメリット 

a.市役所にかわって区役所が設置されるが、その区役所は東京都の特別区とは

違い、独立した法人格がなく、本庁の内部機構のひとつであり、権限も制約さ

れる。 

b.各種行政サービスの水準は、通常、規模の大きな自治体に合わせられることが

多いため、福祉施策などでサービスの低下を伴うことになる。 

c.政令指定都市になると上尾市の場合、現在 32 人の市議会議員が 12 人程度

（４市１町の議員数を単純に人口割で算定した場合）と大幅に減少する。また、

市域の端となる上尾市地域の声が本庁機能を有する中央に届きにくくなる。 

d.個人市民税については、税率に変更はないが、人口50万人以上の市になると

均等割が3,000 円となり、現行の2,500 円に比べ500 円増えることになる。ま

た、人口30万人以上の市になると、事業所税が新たに課せられることになる。

固定資産税については、政令指定都市になると様々な企業が進出し、オフィ
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スなどが増大することにより、地価の上昇が予想される。その結果、固定資産

税評価額が上昇し、税額がアップする可能性がある。 

e.財政状況に差がある自治体の合併は、財政状況の良い自治体に不利になる。 

f.市の中心部だけが優先的に整備され、周辺部の整備が後回しにされるなど、市

域の均衡ある発展が損なわれ、地域格差が生じる。 

g.合併によって上尾市の名前が消えることになり、従来からの上尾市の歴史や文

化、伝統や地域のコミュニティ、個性が薄れ、まちに対する愛着が希薄化す

る。 

3)合併再編のメリットについて 

上尾市の場合は政令指定都市に吸収されるために状況が複雑となっているが、一

般に合併再編のメリットを単純化すると次のようになろう。 

① 共通経費の削減（例：間接部門などの経費減） 

② 公共施設（例：スポーツ施設、公民館、図書館など）の稼働率向上、効率的使用

大きくはこの２つのみであろう。 

4)合併再編のデメリットについて 

上尾市の場合でも触れられているように、「中央から遠い所ほど目が届かなくなり、サ

ービスの低下の可能性がある」ということである。特に過疎地の町村合併ではこの可

能性が高い。 

5)合併再編のその他の効果 

旧自治体間の不公平感の増大が公平化要望の高まりとなり、満足度の公平化へと

改善される可能性があることである。行政評価の厳密化が進み、サービス全体の見

直しが図られ、「廃止すべきもの」「継続すべきもの」の峻別化が進む可能性があると

いうことである。 

6)まとめ 

事務経費の合理化、削減のための合併は財政逼迫の状況から、期待されているが、

結果は満足度水準の低下につながる可能性も高い。サービス低下を声高に叫ぶの

ではなく、合理的なサービスのあり方を、限られた予算の中でどうすべきかを模索す

ることが最も求められていることであろう。 

5.行政サービスの満足度レベルと自治体財政との関係 

1)行政サービスの満足度水準と自治体財政の関係のパターン化 

上記の関係をパターン化すると次の 4パターンが考えられる｡ 

・ Ａ 満足度大：財政黒字 

・ B 満足度大：財政赤字 

・ C 満足度小：財政黒字 

・ D 満足度小：財政赤字 

A パターンは市民の満足度は高く、かつ財政状況がよい場合であり、理想的状況と
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いえよう。 

B パターンは市民の満足度が高いところはＡパターンと同様であるが財政状況が悪

い場合であり、利用者意向をよく反映した結果かどうかは不明であるが財政状況は

厳しい場合である｡ 

C パターンは市民の満足度は低いが財政だけは黒字というパターンである｡市民の

満足度はあまり考えず財政だけは健全に保ってきたタイプといえよう｡ 

D パターンは市民の満足度も低く財政も赤字という状況であり、自治体経営失敗型と

いってよいであろう｡ 

2)実際の自治体の分類 

幸いに全国２６４自治体（市区郡別）の総合満足度データがあるのでこれと自治体

財政指標との比較により上記パターンの関係をみてみる。 

図6-1 は都市別総合満足度と財政力指数の関係をみたものである。①は人口50

万人以上 100 万人未満の都市についてみたものである。②は人口 100 万人以

上の都市についてみたものである。（東京都は特別区単位のデータのみなのでこ

こには掲載していない） 
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図 6-1 都市別総合満足度と財政力指数の関係 

 

① 人口50 万人以上100 万人未満都市 

1

2

3

4

5

0 0.5 1 1.5

財政力指数

総
合
満
足
度

東京都八王子市 千葉県船橋市 鹿児島県鹿児島市
静岡県浜松市 神奈川県相模原市 岡山県岡山市
熊本県熊本市 大阪府堺市 千葉県千葉市
宮城県仙台市

 

資料；財政力指数：都市データパック 1997 年版（東洋経済新報社刊） 

総合満足度：全国自治体満足度測定調査（2000 年 8 月） 
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② 人口100 万人以上都市 

 

1

2

3

4

5

0 0.5 1 1.5

財政力指数

総
合
満
足
度

福岡県北九州市 広島県広島市 神奈川県川崎市
福岡県福岡市 京都府京都市 兵庫県神戸市
北海道札幌市 愛知県名古屋市 大阪府大阪市
神奈川県横浜市

 

 

資料；財政力指数：都市データパック 1997 年版（東洋経済新報社刊） 

総合満足度：全国自治体満足度測定調査（2000 年 8 月） 
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ここで総合満足度とは全国自治体ネットアンケートで当該都市の総合満足度をたずね、

それを単純に集計したものである。一方財政力指数とは地方公共団体の財政力を示

す指数で、地方交付税交付金を配分する基準となるものである。基準財政収入額を基

準財政需要額で除したもので、過去３年度の単純平均値を用いている。一般的には、

需要に対して収入が大きい自治体、すなわち財政力指数が大きい自治体が、財政的

には余裕があることになる。 

① 人口50 万∼ 100 万人未満都市についてみると次のような特色がみられる。 

i.満足度のバラツキは小さく、最も高い相模原市と最も低い堺市との差は 0.5 ポイ

ントである。しかしこの差は明らかに有意である。 

ii.一方財政力指数には大きな差があり、最も高い指数である船橋市と最も低い指

数である鹿児島市、熊本市と比較すると 0.5 ポイントの差となっている。 

iii.この表からは財政力指数と総合満足度との間には直接の関係は見いだせない。 

② 人口100 万人以上都市についてみると、次のような特色がみられる。 

i.分布の形は上記の 100 万人未満都市に極めて類似している。 

ii.満足度差は福岡市と京都市とで0.4 程度の差が生じている。 

iii.財政力指数では最もよい川崎市と最も悪い北九州市とで 0.5 程度の差が生じて

いる。 

iv.ここでも財政力指数と総合満足度との間には直接的な関係は見いだせない。 

要は財政力指数には各自治体の経営努力が反映されており、その結果図のよう

な形になっているのであろう。一方総合満足度は各自治体で測定され、改善され

たわけではなく、調査がされたとしても、極めて部分的であり総合的な満足度改善

運動が実施されているわけではない。満足度向上が特に認識されずに現在に至

ったその水準がこの図に現れているものと思われる。各自治体の歴史的経緯から

このような結果になっているものと思われる。 
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VII.新しい方法論の開発 

1.これまでの分析の視点 

1)利用者、非利用者別期待度・満足度分析 

河川を事例として利用者か否か別に期待度・満足度をグラフ上にプロットし、当該サ

ービスの良否を判断する分析手法を紹介しておく。 

 

                 A：理想型                     B：施策要望型 

 

 

 

 

・満足度 実績＞イメージ ・満足度 実績＜イメージ 

・期待度 実績＞イメージ ・期待度 実績＞イメージ   

 

                  C：根本治療型                 D：現実対応型 

     

 

 

 

 

・満足度 実績＜イメージ ・満足度 実績＞イメージ 

・期待度 実績＜イメージ ・期待度 実績＜イメージ 

 

・Ａパターン理想型は利用者の期待度・満足度共に利用しない人達のイメージより

も大きく、河川サービスが利用者に充分期待通り満足を与えているパターンである。

この意味で理想的と言えよう。 

・Ｂパターン施策要望型は、利用者の期待が大きいにもかかわらず、実績が伴っ

非利用者 

利用者
非利用者 

利用者

利用者 

非利用者

利用者 

非利用者
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ていないことを示している。河川整備が強く望まれていることを示す。 

・Ｃパターン根本治療型は、実績があまりにも悪いために、期待もされなくなった場

合と考えることができる。根本的な河川整備が望まれていると考えられる。 

・Ｄパターン現実対応型は、利用者が非利用者より大きな期待を持たず、河川を

用いそこそこ満足しているケースである。現実の河川を知っているので、大きな期

待を 抱かないケースは各所で見受けられるところである。 

・各河川が以上のどのパターンに属するかを分析することにより、今後の施策が見

えてくる。どの行政サービスにおいてもこの分析の視点は有効と考えられる。 

 

図 7-1 利用の有無別期待度･満足度（その 1） 

 

利用する川（1）トップ1位∼ 5位

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

期待度

満
足
度

多摩川（利用有） 多摩川（利用無） 荒川（利用有） 荒川（利用無）

淀川（利用有） 淀川（利用無） 相模川（利用有） 相模川（利用無）

江戸川（利用有） 江戸川（利用無）

 

資料：全国河川満足度測定（2000 年 5月） 

 

・図7-1にある5河川はいずれも利用者の期待度･満足度が非利用者のそれを上

回っており、上記のパターン分類では A パターン理想型ということになる。相対的

に問題の少ない河川ということがいえよう。 

 

 

 

多摩川（利用有） n=1,202 

多摩川（利用無） n=179 

荒川（利用有） n=723 

荒川（利用無） n=126 

淀川（利用有） n=536 

淀川（利用無） n=83 

相模川（利用有） n=406 

相模川（利用無） n=58 

江戸川（利用有） n=360 

江戸川（利用無） n=61 
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図 7-2 利用の有無別期待度･満足度（その 2） 

利用する川（3）トップ11位∼ 15位

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

期待度

満
足
度

長良川（利用有） 長良川（利用無） 矢作川（利用有） 矢作川（利用無）

鴨川（利用有） 鴨川（利用無） 加古川（利用有） 加古川（利用無）

鶴見川（利用有） 鶴見川（利用無）

 

資料：全国河川満足度測定（2000 年 5月） 

 

・図7-2 にある河川のうち、長良川、矢作川、鶴見川はＡパターンの理想型に入る      

が、鴨川、加古川は利用者の満足度が非利用者より低く、施策要望型に属するこ

とにより、問題含みであることを示す。 

 

2)重相関分析 

既に河川、道路、海岸における全国を対象とした満足度向上のための要因の重相

関分析結果を示している。重相関分析の本来の目的は、目的関数を最大化するた

めにどのような要因を改善すればよいかを統計的にみようとするものである。やや統

計学の厳密な定義からはそれるが、一般の理解を得るための重相関分析の解説を

次に示す。 

 

重相関係数とは 

ある指標（例：河川満足度）とそれを説明する２つ以上の要因（例：水質がきれ

い、河川公園・散歩道等施設が整備されている）との関係の強さ（相関関係）をみ

長良川（利用有） n=187 

長良川（利用無） n=16 

矢作川（利用有） n=143 

矢作川（利用無） n=34 

鴨川（利用有） n=176 

鴨川（利用無） n=14 

加古川（利用有） n=119 

加古川（利用無） n=34 

鶴見川（利用有） n=96 

鶴見川（利用無） n=25 
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るものである。２つ以上の要因で、どこまで当該指標を説明できるかをみるもので

ある。重相関係数が１に近づくほど、各要因による満足度の説明力が高いことを

示す。 

標準偏回帰係数とは 

河川満足度（Ｙ）と満足度要因との相関分析により、有意となったある満足要因

（ｘ１,ｘ２）が河川満足度に大きく貢献するか否かをみるものである。Ｙ=ａｘ１＋ｂｘ2＋

ｃの ａ,b にあたるものである。従って数値が大きい程満足度への貢献度が大きい

ことを示す。 

 

なお、既に示したデータと重複するが、河川、道路、海岸における重相関分析結果

を示す。 

① 河川（対象：全国サンプル数6,014） 

図 7-3 河川満足度と満足要因との重相関分析 

標準偏回帰係数

水質がきれいである

河川公園・散歩道等施設が整備されている

ゴミが少なくきれいである

オープンスペースがある

水辺に近づきやすい

自然が豊かである

車道から離れて解放感がある

釣りをする人が多い

一般の人が泳げる

駐車場施設が整備されている

重相関係数 r=0.444

0.0 0.1 0.2 0.3

0.25

0.11

0.09

0.06

0.06

0.05

0.04

0.03

 

資料：全国河川満足度測定（2000 年 5月） 
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② 道路（対象：全国サンプル数11,879） 

図 7-4 道路満足度と不満要因との重相関分析 

 

標準偏回帰係数

道幅が狭く、整備されていない -0.168

道路に凹凸がある -0.101

清掃など道路管理が不十分である -0.071

駐車違反の取締りが適切でない -0.064

料金所の係員が不親切である -0.061

信号が多く、車の流れが悪い -0.052

駐停車禁止が徹底されず、車の流れが悪い -0.048

朝夕のラッシュ時に渋滞する -0.039

道路の排水が悪い -0.035

有料道路の料金が高い -0.024

排気ガスが多く、空気が汚れている

運転マナーが全般に悪い

道路標識が見にくい

下水、ガスなどの工事が秩序よく行われていない

重相関係数 r=0.345

-0.2-0.10.0

 

資料：全国国道満足度測定（2000 年 6月） 
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③ 海岸（対象：全国サンプル数36,724） 

図 7-5 海岸満足度と満足・不満要因との重相関分析 

解放感がある 0.1454

自然が豊かである 0.0986

オープンスペースが利用できる 0.0717

堤防が整備されていて安心 0.0620

歴史的な遺産が多い 0.0392

砂浜が少ない 0.0191

侵食・浸水対策が遅れている -0.0223

浜辺に近づきにくい -0.0409

水飲場・トイレなどが整備されていない -0.0553

海岸がゴミなどで汚れている -0.1469

水質がよくない -0.2073

駐車場施設などが整備されていない

護岸などがコンクリートで見苦しい

海岸に行く道が整備されていない

緑が豊かである

r=0.5112

-0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20

 

資料：全国海岸満足度測定（2001 年 1月） 
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3)レーダーチャートによる原因評価 

満足度測定では満足度とそれに対応する満足度要因、あるいは不満度要因をアン

ケートで収集している。これらの要因を一枚のグラフにすることにより、一見して当該

サービスの何が強みであり、何が弱点であるかが分かるレーダーチャートは極めて便

利なツールである。以下に事例を示す。 

① 道路の場合 

 

図 7-6 山手通り・北海道39号線と全国平均・満足の理由別満足度 

1

2

3

4

5
全般不満度

道幅が狭く、
整備されていない

道路に凹凸がある

掃除など道路管理が
不十分である

駐車違反の取締りが
適切でない

料金所の係員が
不親切である

道路の排水が悪い

有料道路の料金が高い道路標識が見にくい

信号が多く、
車の流れが悪い

駐停車禁止が徹底されず、
車の流れが悪い

排気ガスが多く、
空気が汚れている

運転マナーが全般に悪い

下水、ガスなどの工事が
秩序よく行われていない

朝夕のラッシュ時に渋滞する

全国 東京都-山手通 北海道-39(北海道旭川市∼ 北海道網走市)

 

資料：全国国道満足度測定（2000 年 6月） 

 

全国値は全国の平均を示す。北海道 39 号線は最も満足度の高い国道であり、山手

通り（東京）は最も満足度の低い国道である。どういう要因の差が2つの国道の差であ

るかが一目瞭然となっている。
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河川の場合 

 

図 7-7 多摩川・鬼怒川と全国平均・満足の理由別満足度 

 

1

2

3

4

5
満足度

水質がきれいである

自然が豊かである

釣りをする人が多い

一般の人が泳げる

ゴミが少なくきれいである水辺に近づきやすい

車道から離れて解放感がある

オープンスペースがある

河川公園・散歩道等施設が
整備されている

駐車場施設が整備されている

全国平均 多摩川 鬼怒川
 

資料：全国河川満足度測定（2000 年 5月） 

 

多摩川は全国一利用者数の多い川である。鬼怒川は全国一満足度の高い川（大

河川30河川中）である。全国平均に比べ各河川にどのような個性があるかが一目

瞭然である。 

 

4)ランキングの提示 

分析の手法として紹介するほどのものではないが、実務的には極めて重要なランキ

ング表を紹介しておく。既に述べたように公共サービスの多くが地域独占となってい

ることから、供給者側に競争意識が全くなく、自分の姿を他者と比較する感覚が全く

育っていない。以下に示す表は自治体、河川、道路の満足度を示すことにより、自

分の位置が分かる仕組みになっている例である。 

① 自治体ランキングの事例 

表 7-1に自治体ランキングの事例を示す。
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表 7-1 自治体ランキングの事例 

都道府県 市区郡 ﾗﾝｷﾝｸﾞ 都道府県 市区郡 ﾗﾝｷﾝｸﾞ 都道府県 市区郡 ﾗﾝｷﾝｸﾞ 都道府県 市区郡 ﾗﾝｷﾝｸﾞ
北海道 旭川市 212 千葉県 八千代市 221 静岡県 静岡市 171 兵庫県 宝塚市 104

岩見沢市 264 東京都 昭島市 160 清水市 236 西宮市 105
江別市 223 足立区 73 駿東郡 118 姫路市 232
小樽市 200 荒川区 20 沼津市 209 奈良県 生駒市 223
帯広市 67 板橋区 25 浜松市 103 橿原市 245
北見市 178 江戸川区 40 袋井市 237 北葛城郡 167
釧路市 200 青梅市 245 富士市 157 奈良市 22
札幌市 100 大田区 118 三島市 153 大和郡山市 54
苫小牧市 178 葛飾区 212 焼津市 7 大和高田市 144
函館市 232 北区 91 愛知県 愛知郡 24 和歌山県 和歌山市 244

青森県 青森市 245 国立市 54 海部郡 178 鳥取県 鳥取市 230
八戸市 96 江東区 16 安城市 70 米子市 54
弘前市 212 小金井市 262 一宮市 78 松江市 212

岩手県 盛岡市 149 国分寺市 252 大府市 144 岡山県 岡山市 135
宮城県 仙台市 195 小平市 112 岡崎市 53 倉敷市 105
秋田県 秋田市 10 狛江市 259 尾張旭市 1 広島県 安芸郡 198
山形県 酒田市 168 品川区 89 春日井市 27 呉市 137

山形市 22 渋谷区 76 刈谷市 111 東広島市 67
米沢市 48 新宿区 39 小牧市 94 広島市 138

福島県 いわき市 230 杉並区 45 瀬戸市 200 福山市 118
郡山市 118 墨田区 38 知立市 239 山口県 下関市 178
福島市 212 世田谷区 37 東海市 27 山口市 118

茨城県 稲敷郡 168 台東区 209 豊田市 66 徳島県 徳島市 200
鹿島郡 239 立川市 116 豊橋市 136 香川県 高松市 143
北相馬郡 200 田無市 225 名古屋市 177 丸亀市 18
つくば市 80 多摩市 6 西春日井郡 27 愛媛県 新居浜市 83
土浦市 178 中央区 141 西加茂郡 144 松山市 132
取手市 245 調布市 41 半田市 27 高知県 高知市 54
日立市 250 豊島区 48 三重県 鈴鹿市 114 福岡県 大野城市 83
ひたちなか市 63 中野区 27 津市 144 春日市 19
水戸市 227 練馬区 163 松阪市 229 糟屋郡 54

栃木県 宇都宮市 193 八王子市 212 四日市市 164 北九州市 112
下都賀郡 54 東久留米市 77 滋賀県 大津市 132 久留米市 118

群馬県 高崎市 237 東村山市 118 草津市 14 福岡市 51
前橋市 118 日野市 234 栗太郡 10 長崎県 佐世保市 150

埼玉県 上尾市 74 府中市 4 彦根市 178 長崎市 79
朝霞市 67 文京区 221 京都府 宇治市 227 熊本県 熊本市 140
入間郡 260 町田市 156 亀岡市 239 大分県 大分市 170
浦和市 63 三鷹市 102 京都市 194 宮崎県 宮崎市 48
大宮市 118 港区 81 相楽郡 254 鹿児島県 大島郡 3
春日部市 92 武蔵野市 2 城陽市 178 鹿児島市 83
川口市 178 目黒区 12 大阪府 池田市 81 沖縄県 那覇市 27
川越市 159 神奈川県 厚木市 189 泉佐野市 5
北葛飾郡 243 綾瀬市 258 和泉市 86 サービス全般への回答数10以上の
熊谷市 212 伊勢原市 46 茨木市 173 市区郡２６４自治体を対象としている
越谷市 207 海老名市 220 大阪市 139
坂戸市 212 小田原市 105 貝塚市 254
狭山市 54 鎌倉市 200 交野市 27
志木市 178 川崎市 109 門真市 144
草加市 200 相模原市 43 河内長野市 52
鶴ヶ島市 27 座間市 155 岸和田市 171
所沢市 174 逗子市 252 堺市 226
戸田市 150 茅ヶ崎市 158 四條畷市 254
新座市 20 秦野市 13 吹田市 74
東松山市 118 平塚市 118 大東市 239
富士見市 245 藤沢市 15 高槻市 165
三郷市 86 大和市 93 豊中市 71
与野市 192 横須賀市 130 富田林市 196
和光市 235 横浜市 117 寝屋川市 191

千葉県 我孫子市 101 新潟県 長岡市 42 羽曳野市 208
市川市 131 新潟市 44 東大阪市 174
市原市 153 富山県 高岡市 263 枚方市 26
浦安市 17 富山市 94 松原市 63
柏市 196 石川県 金沢市 89 箕面市 141
佐倉市 199 福井県 坂井郡 27 守口市 9
山武郡 160 福井市 178 八尾市 166
千葉市 99 山梨県 甲府市 261 兵庫県 明石市 134
流山市 115 中巨摩郡 54 芦屋市 46
習志野市 96 長野県 長野市 118 尼崎市 110
成田市 88 松本市 96 伊丹市 72
野田市 8 岐阜県 各務原市 257 加古川市 62
船橋市 190 可児市 105 川西市 178
松戸市 211 岐阜市 176 神戸市 152
茂原市 160 多治見市 27 三田市 250  

総サンプル数＝9,279 

 

資料：全国自治体満足度測定 

（2000年 8 月） 
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① 国道ランキングの事例 

図 7-8 都道府県別満足度ランキング 

都道府県別満足度ランキング
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7位：富山県
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9位：岡山県

10位：岐阜県

11位：徳島県

12位：鹿児島県

13位：山形県
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42位：岩手県

43位：東京都

44位：和歌山

45位：島根県

46位：千葉県

47位：高知県
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n=49

n=266
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n=50
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総サンプル数＝1,1646 

資料：全国国道満足度測定 

（2000年 6 月） 
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② 河川ランキングの事例 

図 7-9 河川別ランキング 

河川別ランキング
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全国平均

20位:荒川
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22位:広瀬川
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資料：全国河川満足度測定 

（2000年 5 月） 
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2.数量化理論を用いた新しい分析手法の開発（河川データを用いた新しい分析手法）  

1)問題意識 

意識調査を用い河川利用者の意向を川つくりに反映させる手法として各種の方法が

採用されてきたが、これまでのところ①利用者・非利用者期待度・満足度分析 ②レ

ーダーチャート ③重相関分析 が手法の中心であった。 

更に利用者を類型化しその人達の意見をよりシャープに整備計画に反映させる方

法へのニーズは極めて強いものがある。 

ここでは河川への満足要因の因子分析により各要因間の関係の強弱を把握し、新し

い管理分類による方法を提案しようとするものである。 

2)主な手順 

① 河川満足度全体の重相関分析 

② 利用目的別重相関分析 

③ 因子分析 

i.回転前 

ii.回転後 

④ 新しい分類による利用者像 

3)用いたデータ及び対象 

① 用いたデータ：全国河川インターネット調査（2000年５月） 

② 対象：全国の河川 

③ サンプル数：6,014  

4)河川満足度全体の重相関分析 

全国河川を対象とした満足度と満足要因との重相関分析結果は既に図 7-3 に示し

た通りであり、「水質がきれいである」「河川公園・散歩道など施設が整備されている」

など８要因が満足度に寄与していることが明らかとなっている。これは全国の河川を

対象とした議論であり、個別の河川ではそれぞれの要因の効き方は変わってくるは

ずである。 

5)利用目的別重相関分析 

また利用者の目的によっても当然変わる性格のものである。利用目的により要因がよ

り明確になり結果として重相関係数は高くなることが期待される。次にその結果をみ

てみる。利用目的を①散策 ②サイクリング・ジョギング ③自然観察・バードウォッチ

ング ④釣り・魚とり ⑤スポーツ ⑥キャンプ・バーベキュー ⑦水遊び・水泳 ⑧その

他 に分けて重相関分析を行った結果を図表 7-10  全国河川利用目的別重相関

分析  に示す。 
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図表 7-10 全国河川利用目的別重相関分析 

① 散策 

標準偏回帰係数

水質がきれいである 0.2468

河川公園・散歩道等施設が整備されている 0.1171

自然が豊かである 0.0897

ゴミが少なくきれいである 0.0781

水辺に近づきやすい 0.0499

オープンスペースがある 0.0489

釣りをする人が多い 0.0422

車道から離れて解放感がある 0.0309

駐車場施設が整備されている -0.0329

一般の人が泳げる -0.0465

r=0.4258

-0.20 0.00 0.20 0.40

 

② サイクリング・ジョギング 

標準偏回帰係数

水質がきれいである 0.3167

オープンスペースがある 0.1649

ゴミが少なくきれいである 0.0614

釣りをする人が多い 0.0341

車道から離れて解放感がある 0.0203

河川公園・散歩道等施設が整備されている 0.0185

駐車場施設が整備されている -0.0017

水辺に近づきやすい -0.0092

自然が豊かである -0.0100

一般の人が泳げる -0.0314

r=0.4236

-0.20 0.00 0.20 0.40
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③ 自然観察・バードウォッチング 

標準偏回帰係数

ゴミが少なくきれいである 0.2270

水質がきれいである 0.1890

河川公園・散歩道等施設が整備されている 0.1882

釣りをする人が多い 0.1165

自然が豊かである 0.0899

オープンスペースがある 0.0313

水辺に近づきやすい 0.0196

車道から離れて解放感がある -0.0153

一般の人が泳げる -0.0961

駐車場施設が整備されている -0.1016

r=0.4492

-0.20 0.00 0.20 0.40

 

④ 釣り・魚とり 

標準偏回帰係数

水質がきれいである 0.2431

河川公園・散歩道等施設が整備されている 0.1118

オープンスペースがある 0.1099

一般の人が泳げる 0.0875

ゴミが少なくきれいである 0.0777

釣りをする人が多い 0.0513

車道から離れて解放感がある 0.0466

自然が豊かである 0.0340

水辺に近づきやすい -0.0169

駐車場施設が整備されている -0.0411

r=0.4270

-0.20 0.00 0.20 0.40
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⑤ スポーツ 

標準偏回帰係数

水質がきれいである 0.2735

河川公園・散歩道等施設が整備されている 0.1415

ゴミが少なくきれいである 0.1269

オープンスペースがある 0.1126

自然が豊かである 0.1114

水辺に近づきやすい 0.0258

一般の人が泳げる -0.0009

車道から離れて解放感がある -0.0270

駐車場施設が整備されている -0.0285

釣りをする人が多い -0.0324

r=0.5014

-0.20 0.00 0.20 0.40

 

⑥ キャンプ・バーベキュー 

標準偏回帰係数

水質がきれいである 0.2288

河川公園・散歩道等施設が整備されている 0.0923

車道から離れて解放感がある 0.0769

一般の人が泳げる 0.0657

オープンスペースがある 0.0546

水辺に近づきやすい 0.0507

釣りをする人が多い 0.0398

ゴミが少なくきれいである 0.0225

駐車場施設が整備されている 0.0202

自然が豊かである 0.0139

r=0.3828

0.00 0.20 0.40
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⑦ 水遊び・水泳 

標準偏回帰係数

水質がきれいである 0.2379

水辺に近づきやすい 0.1606

一般の人が泳げる 0.1009

河川公園・散歩道等施設が整備されている 0.0809

自然が豊かである 0.0740

車道から離れて解放感がある 0.0721

駐車場施設が整備されている 0.0196

ゴミが少なくきれいである 0.0071

オープンスペースがある -0.0250

釣りをする人が多い -0.0893

r=0.4916

-0.20 0.00 0.20 0.40

 

⑧ その他 

標準偏回帰係数

水質がきれいである 0.1852

駐車場施設が整備されている 0.0902

水辺に近づきやすい 0.0730

河川公園・散歩道等施設が整備されている 0.0702

ゴミが少なくきれいである 0.0651

一般の人が泳げる 0.0421

自然が豊かである 0.0240

オープンスペースがある 0.0036

釣りをする人が多い -0.0231

車道から離れて解放感がある -0.0457
r=0.3721

-0.20 0.00 0.20 0.40

 

 

重相関分析結果は次の通りとなり、必ずしも高い説明力を持っていないことが明らか

となった。 

 重相関係数 

① 散策 0.426  

② サイクリング・ジョギング 0.424  

③ 自然観察・バードウォッチング 0.449  

④ 釣り・魚とり 0.427  

⑤ スポーツ 0.501  

⑥ キャンプ・バーベキュー 0.383  
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⑦ 水遊び・水泳 0.491  

⑧ その他 0.372 

6)因子分析 

利用目的別の河川整備は、利用者のいう目的分類だけでは、あまりクリアな計画とは

ならないということを上の重相関係数は示している。そこでもう一度満足度要因に立

ち返って、どのような要因に分類することが妥当であるかを因子分析により探ってみ

た。計算プロセスはここでは省略し、補論に回すこととし、結論を急ぐと次の図 7-11 

河川利用類型図のようになった。 

 

図 7-11 河川利用類型図 
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河川公園・散歩道等施設が整備されている

オープンスペースがある

駐車場施設が整備されている

車道から離れて解放感がある

水辺に近づきやすい

ゴミが少なくきれいである

自然が豊かである

水質がきれいである

一般の人が泳げる

釣りをする人が多い

A：スペース利用型

B：水辺散策型

C：水利用型
D：釣り大好き型

水
利
用
軸

土
地
利
用
軸

河川満足要因軸  

横軸は河川満足要因軸であり、縦軸は土地利用・水利用軸となっている。この図

から利用者を次の４類型に分けることが妥当ということになる。 

Ａ：スペース利用型＝河川公園・散歩道等施設が整備されている 

＋オープンスペースがある 
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＋駐車場施設が整備されている 

Ｂ：水辺散策型＝車道から離れて解放感がある 

＋水辺に近づきやすい 

Ｃ：水利用型＝ゴミが少なくきれいである 

＋自然が豊かである 

＋水質がきれいである 

＋一般の人が泳げる 

Ｄ：釣り大好き型＝釣りをする人が多い 

7)新しい分類による利用者数の推定 

因子分析により明らかに上記の４分類による利用者数の把握が妥当と考えられたの

で、これにもとづく利用者数の推定を行った。利用者のうち満足している人は放置し

ておいてもよいうという考え方から、ここでは不満者だけを推定の対象とした。 

 

図 7-12 新分類による利用者数の推計（単位：人） 

 

A型（＝スペース利用型）

4 6 5

38 3 5 1

1 6 6

63

駐車場施設が整備されているオープンスペースがある

河川公園・散歩道等施設が
整備されている

6 2 771
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B型（＝水辺散策型）

水辺に近づきやすい

車道から離れて解放感がある

4 5 5

5 0 0

5 2 0

 

 

 

C型（＝水利用型）

自然が豊かである+ゴミが少なくきれいである＝4 水質がきれいである+一般の人が泳げる＝102

50
30

5

178

12

ゴミが少なくきれいである一般の人が泳げる

水質がきれいである

67
260

自然が豊かである

123 20

864

594

70

59
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D 型（＝釣り大好き型）

釣りをする人が多い

9 4 2
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表 7-2  満足度別・満足要因別利用者数 

A型（＝スペース利用型）

非常に
そう思う
+
やや
そう思う

どちらとも
言えない

全くそう
思わない
+
あまりそう
思わない

非常に
そう思う
+
やや
そう思う

どちらとも
言えない

全くそう
思わない
+
あまりそう
思わない

非常に
そう思う
+
やや
そう思う

どちらとも
言えない

全くそう
思わない
+
あまりそう
思わない

非常に満足している+
やや満足している

1068 239 432 1266 228 237 529 290 907

どちらとも言えない 884 321 489 1059 314 311 411 287 967

非常に不満である＋
やや不満である

1082 389 917 1285 342 740 438 305 1609

B型（＝水辺散策型）

非常に
そう思う
+
やや
そう思う

どちらとも
言えない

全くそう
思わない
+
あまりそう
思わない

非常に
そう思う
+
やや
そう思う

どちらとも
言えない

全くそう
思わない
+
あまりそう
思わない

非常に満足している+
やや満足している

1249 211 284 993 292 458

どちらとも言えない 905 328 463 767 376 555

非常に不満である＋
やや不満である

1088 348 955 945 427 1020

C 型（＝水利用型）

非常に
そう思う
+
やや
そう思う

どちらとも
言えない

全くそう
思わない
+
あまりそう
思わない

非常に
そう思う
+
やや
そう思う

どちらとも
言えない

全くそう
思わない
+
あまりそう
思わない

非常に
そう思う
+
やや
そう思う

どちらとも
言えない

全くそう
思わない
+
あまりそう
思わない

非常に
そう思う
+
やや
そう思う

どちらとも
言えない

全くそう
思わない
+
あまりそう
思わない

非常に満足している+
やや満足している

954 285 502 1237 237 271 413 202 1108 700 340 705

どちらとも言えない 527 336 837 906 312 484 220 139 1312 383 333 980

非常に不満である＋
やや不満である

445 228 1726 992 350 1060 209 116 2055 330 235 1832

D型（＝釣り大好き型）

非常に
そう思う
+
やや
そう思う

どちらとも
言えない

全くそう
思わない
+
あまりそう
思わない

非常に満足している+
やや満足している

924 280 530

どちらとも言えない 767 339 563

非常に不満である＋
やや不満である

1034 391 942

釣りをする人が多い

水質がきれいである

水辺に近づきやすい

河川公園・散歩道等施設が
整備されている

ゴミが少なくきれいである

オープンスペースがある 駐車場施設が整備されている

車道から離れて解放感がある

自然が豊かである 一般の人が泳げる

 

資料：全国河川満足度測定 2000 年 5 月
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その結果が図 7-12 新分類による利用者数の推計である。これは表 7-2 満足度

別・満足要因別利用者数 をもとに、不満とする人でかつ各要因について「そう思

わない人」について抽出し、各要因間の関係の深さをとり込んだ形で整理したもの

である。（ここでは満足としている人は問題が少ないとして推計から除いている）図

7-12 を要約すると次のようになる。 

・タイプ別の利用者数（＝不満者数）は次の通りとなった。（各タイプに重複が発生

している） 

Ａ：スペース利用型 1,781 人 27.3％ 

Ｂ：水辺散策型 1,475 人 22.6％ 

Ｃ：水利用型 2,332 人 35.7％ 

Ｄ：釣り大好き型 942 人 14.4％ 

Ｅ：合計 6,530 人 100.0％ 

・タイプＡスペース利用型では次の要望タイプが多いことが明らかとなった。 

Ａ１：駐車場施設の整備 627 人 35.2％ 

Ａ２：駐車場＋オープンスペース＋公園 465 人 26.1％ 

Ａ３：駐車場＋公園 351 人 19.7％ 

Ａ４：駐車場＋オープンスペース 166 人 9.3％ 

Ａ５：その他 172 人 9.6％ 

Ａ６：合計 1,781 人 100.0％ 

要は駐車場整備への要望が極めて強いということである。続いて公園整備とオー

プンスペースの確保が課題になっていることが明らかとなった。 

・タイプＢ水辺散策型では次の要望タイプが多いことが明らかとなった。 

Ｂ１：車道から離れて解放感 520 人 35.2％ 

Ｂ２：解放感＋水辺 500 人 33.8％ 

Ｂ３：水辺に近づきやすい 455 人 30.8％ 

Ｂ４：合計 1,475 人 100.0％ 

要は車道から離れて解放感のある状況をつくり出すことが重要ということになる。 

・タイプＣ水利用型では次の要望タイプが多いことが明らかとなった。 

Ｃ１：自然＋水質＋泳げる＋ゴミ 864 人 37.0％ 

Ｃ２：水質＋泳げる＋ゴミ 594 人 25.5％ 

Ｃ３：泳げる 260 人 11.1％ 

Ｃ４：ゴミ＋泳げる 178 人 7.6％ 

Ｃ５：水質 123 人 5.3％ 

Ｃ６：その他 313 人 13.4％ 

Ｃ７：合計 2,332 人 100.0％ 

要は水利用型では「泳げる」ことが必須条件とする人が少なくとも1,896 人で81％
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に達している。その他の条件として、水質、ゴミの改善も重要であることが読みとれ

る。以上の結果は全国河川の全体的傾向を示すものである。当然河川別に利用

者の類型化を行い、なおかつ上中下流別に細分すれば、地先毎の整備の方向

や力点が見えてくる筈である。これは従来の整備計画をより精緻にする一つの手

法として使えるものと思われる。 
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VIII.今後の課題 

1.改善運動としての課題 

1)地域独占サービス事業者への競争情報提供による刺激 

2)ユーザーへの地域間比較情報提供による刺激 

① 単純地域間ランキング調査 

② 満足の理由別地域間ランキング調査 

・１）と２）は実は同じものである。一つの情報を納税者、サービス利用者がどう受け

止め、事業者がどう受け止めるかである。 

・ インターネットの普及により、この種の情報は急速に増加し、それは自治体行政を今

のままでは済ませない状況にもっていくことになるであろう。この面でリサーチ会社とし

ての(株)ワード研究所の役割は極めて大きいものと考えている。 

3)自治体内地区間比較情報の提供 

同じ自治体の中でも各種行政サービスの満足度に差異が発生することは、避けられ

ない｡例えば下水道を全市一律に 100％普及させることは難しく、計画的に進めざる

をえない。これまでの自治体ではこのような情報を公開して理解を求める姿勢よりは

隠そうとする姿勢が目立っている｡これからは地区間サービス差情報を公開し、何故

そうなっているか、今後の計画などについて説明して行く必要があろう。各自治体と

して進めてもらいたい今後の課題である｡ 

2.調査研究上の課題 

調査研究上の課題も少なくない。以下に箇条書きで今後の課題を示す。 

1)満足度とその説明要因の精度向上 

2)満足度ポイント向上による経済効果の試算 

① ポイント向上効果 

② 利用者増加効果 

3)サービス別地域別満足度ランキングデータの整備 

① 全国データベース 

② 世界データベース 

4)料金のみによる地域・国家運営の可能性検討 

・ 税金による公共サービス運営の非効率に注目し、すべての公共サービスを料金によ

り達成する地域・国家運営の可能性を検討するものである。 
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IX .補論 

1.各種指標の妥当性について 

 公共サービスの満足度を把握する調査の業務を遂行する上で、最終指標を何とするか、

そしてそれは何故なのかを明確にすることは基本的に極めて重要な作業である｡ 

 ここでは治水事業に関して1）望ましい最終指標の検討 2）その指標の構成要因の検討

を行った｡ 

 

1） 望ましい最終指標の検討 

① 最終目標としての指標に何があるか 

・ 洪水意識調査において何を最終ゴールとすべきかは行政目標のレベルや

地域のおかれている状況などにより大幅に異なるので簡単には決められな

いが、これまでの経験から最終目標として利用可能な指標を列挙すれば次

のようなものになろう。 

ⅰ.安心度 

ⅱ.満足度 

ⅲ.信頼度 

ⅳ.期待度 

ⅴ.重要度 

ⅵ.必要度 

② 各指標の言葉としての定義 

・ 同様にこれらの指標について広辞苑により定義を示すと次のようになる。 

ⅰ. 安心度：心配・不安がなくて心がやすらぐこと。 

ⅱ. 満足度：十分なこと。望みが満ち足りて不平のないこと。 

ⅲ. 信頼度：信じて頼ること。 

ⅳ. 期待度：将来その事が実現するだろうと心待ちにすること。 

ⅴ. 重要度：大事なこと。重要視：重要と認めること。 

ⅵ. 必要度：なくてはならないこと。欠くことのできないこと。 

③ 各指標のイメージ 

・ 更に各指標のイメージについて若干考察してみる。例えば反対語は何か、

対象は人なのか事柄なのかの視点から見てみる。 

ⅰ.安心度≠不安度 

・ 安心度とは「心配・不安がなくて心が安らぐこと」であるから、心の状態を示

す指標である。 

・ 1.現実がどうか、2.それをどう認識しているか、3.原因は何か、4.原因を自分

で取り除けるか、5.対策はあるかなどにより大幅に変わるものであろう。反対

の指標は「不安度」であり、人間の心の状態を示す最終指標としては洪水に
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限らず一般の使用に耐えるものであろう。一説によれば人が一生懸命に何

かを行う原動力は実は「不安」であるとも云われており、この点からも最終指

標になり得るであろう。洪水に限定しても使える指標として考えられる。難点

を云えば、人間を不安にさせる要因は多種多様であるため、聞き方を間違

えれば他の要因により不安のある人は洪水についても不必要に過大に不安

に思う可能性は十分に考えられる。 

④ 各指標の有効性評価 

・ 各指標の意味や質問例を検討し、有効性を判定したものが表9-１である。 
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表 9-1 重要指標の洪水意識調査での有効性評価 

                                                                   

（その１） 

指標 言葉の意味 

洪水意識調査の 

指標としての 

意味 

質問例 

有効性判定 

（○×とコメント） 

1.安心度 

（≠不安度） 

心配・不安がな

くて心がやすら

ぐこと。 

・洪水発生による

被害への不安を

きく総合指標とし

て優れている 

①洪水の発生によ

って自分の家が被

害にあう不安はど

の位ですか？（5

段階） 

②あなたは洪水被

害に対して全く安

心していますか？ 

③安心または不安

の理由は次のどれ

ですか？ 

◎洪水への不安意識を

聞く総合指標として優

れている 

△洪水以外の不安感も

持込む恐れもあるので

質問には注意を要する 

2.満足度 

（≠不満度） 

十分なこと。望

みが満ち足りて

不平のないこ

と。 

・想定氾濫区域

外に住んでいる

ゆえの満足度は

聞けるがこの場

合は「安心度」の

方が良いであろう 

・区域内にあって

も対策に対してど

の位満足してい

るかを聞くことに

優れている 

①各種洪水対策

への満足度はどの

程度ですか？（5

段階） 

◎各種施策への満足

度を聞く指標として優

れている 

△現状そのものについ

ては「満足度」よりは「安

心度」ないし「不安度」

で聞くのが妥当であろう 

3.信頼度 

（≠不信度） 
信じて頼ること。 

・対策の実施主

体河川管理者へ

の信頼度を聞く

時に優れた指標

たりうる 

・各種対策を積

上げても満足度

を 100%に出来な

い背景として信

頼度不足が懸念

される場合に有

効である 

①各種の洪水対

策を実施している

河川管理主体をど

の位信頼していま

すか？（5段階） 

◎信頼度を聞くことは

相当に勇気のいること

である。満足度より根本

的な質問だからである。

例えば民間企業が欠陥

商品で信頼を失うケー

ス（三菱自動車、雪印

乳業など）では満足度

以前に信頼度の把握そ

してそれを向上するた

めの対策が必要である 

・明らかに不信がなくて

も信頼度を聞くことで河

川管理のあり方、対住

民対応のあり方が見え

る可能性は高い 

 有効性判定 
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（その２） 

指標 言葉の意味 

洪水意識調査

の指標としての

意味 

質問例 

有効性判定 

（○×とコメント） 

4.期待度 

（≠あきらめ度） 

将来その事が

実現するだろう

と心待ちにする

こと。 

・各種対策への

期待を聞く指標

として優れてい

る。重要度、必

要度とも類似す

る指標である 

・満足度とは「期

待に対する充足

度である」という

定義もあり、満

足度とも関連す

る 

①各種の洪水対

策に対してどの位

期待しています

か？（5 段階評

価） 

◎対策への必要度や重要

度の認識を聞く指標として

優れている 

・必要度、重要度とは類似

指標であるので重複が生じ

ないよう注意を要する 

5.重要度 

大事なこと。重

要視：重要と認

めること。 

・各種の行政サ

ービスの重要度

を聞き、それと

満足度とのクロ

ス分析により施

策の順位をつけ

る手法もある位

重要な指標であ

る。期待度、必

要度とも類似す

る 

①各種の洪水対

策に対してどの位

重要と考えます

か？（5 段階評

価） 

◎対策の重要度を聞き利

用者の支持率を聞く指標と

して優れている 

6.必要度 

（≠不要度） 

なくてはならな

いこと。欠くこと

のできないこ

と。 

・各種の行政サ

ービスがなくて

はならないもの

か否かを聞く指

標である 

・必要度認識は

必要か否かの 2

段階で認識され

るものであろう 

①以下の各種の

洪水対策につい

てあなたはどの位

必要と感じます

か？ 

◎対策へのニーズを聞く

最も素朴な指標であろう 

・必要度、重要度、期待度

の関係は以下の様になっ

ているものと思われる 

 

期待度認識

必要度認識

重要度認識

 

 

 有効性判定 
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⑤ 各指標の関係イメージ 

・ ６つの指標について各指標の関係をイメージ的に描くと次図1の通りとなる。 

・ 安心度は洪水被害の可能性がどれだけ少ないか、可能性はあってもどれだ

け対策で護られているかによって決まる最も総合的かつ基本的な指標であ

ろう。 

・ 信頼度は河川管理者へ（一部は集団のものを含む）のもので、物事や対策

についてというよりは人や組織に向けてのものであり、別体系のものであろ

う。 

・ 洪水への安心度がベースにあってその上で、 

ⅰ.対策の必要度認識 

ⅱ.対策の重要度認識 

ⅲ.対策の期待度認識 

が決まって来るのであろうと思われる。 

・ 対策への満足度は期待に対する充足度として捉えられるものであろう。 

 

 

河川管理者への信頼度

対策への満足度

対策への期待度

対策重要度

対策必要度

洪水への安心度
 

 

図 9-１ 各指標の関係イメージ
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2） 指標の構成要因の検討  

 ･以上の主要指標の相互比較により、主要指標たりうるものを単純化すれば次の３つに

絞られることがわかる。 

① 現状への安心度 

② 対策への満足度 

③ 実施主体への信頼度 

     ･以上ではこれらの 3つの指標に絞ってその指標の構成要因について整理してみる。 

① 現状への安心度 

次の構成要因が考えられる。 

ⅰ.住む所、働く所の洪水での浸水可能性の大小 

  ａ．洪水氾濫区域内か否か 

  ｂ．同上区域内にあっても長年洪水経験がないか否か 

  ｃ．同上区域内にあっても自身で対策をしているか否か 

  ｄ．同上区域内にあっても排水ポンプ、防災ステーション、堤防等の対策が地

域でうたれているか否か 

つまるところ安心度は現状の洪水による浸水可能性の大小により決まるもので

あるが、それは結局各種の対策（個人のものであれ、地域のものであれ）がどこ

まで打たれているかとも係わってくることになる。その点では対策への満足度と

かなり重複することになる。 

あえて分けるとすれば安心度は次の2点に限定して把握する指標とすればよい

であろう。 

・ 洪水可能性からみた現状の安心度 

・ 安心の理由、不安の理由 

② 対策への満足度 

・ 満足度以外に 

･対策の必要度 

･対策の重要度 

･対策の期待度 

               なども重要な指標足りうることは既に述べた。 

・  すでに述べたように対策について、より構造的に意見を求めるとすればまず 

1.必要度を聞き 2.次に重要度を聞き 3.期待度を聞き 最終的に満足度を

聞けば対策への住民の思いがより鮮明に分かるはずである。 

・ 対策の必要度認識はその対策を欠くことのできないことと思うか否かであり、

この認識に住民と事業者にギャップが発生することはありうる。 

・ 同様に重要度認識もその対策を大事なことと思うか否かということであり、人



 

 98

により認識の差が生じることは考えられる。 

・ 重要度認識と期待度認識とは厳密には｢大事に思うこと｣と｢心待ちにするこ

と｣はイコールではないので区分けして考えるべきであろう。 

・ 満足度は期待度に対する充足度とも云われ、関係は強いが同じ指標ではな

い。 

・ このように最終的には対策への満足度で把握するとしても、より対策認識を

構造的に知ろうとすれば、以上の指標を複数で利活用する必要が生じるで

あろう。従って対策についての構造的な質問は次のようになろう。（表4-2参

照） 

 

表 9-2 各種対策への質問の流れイメージ 

各種洪水対策手法

Yes N o A B C 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

(例）

・土盛り

・土べい

・ピロティ

・・・・・・

・・・・・・

(例）

・ﾎ ﾝ゚ﾌ 車゚･ﾎ ﾝ゚ﾌ 場゚

･堤防かさ上げ

・スー パー堤防

･防災ｽﾃｰ ｼｮﾝ

・・・・・・

(例）

・ダム
･遊水地
・かすみ堤
・・・・・・

⇒ ⇒

流
域
内
対
策

期待度認識 満足度認識

⇒

必要度認識 重要度認識

私
有
地
内
対
策

地
区
内
対
策

 

 

④ 実施主体への信頼度 

・ ある流域の一部では洪水対策を３０年来河川管理者に訴え続けてきたが、

対処してもらえなかったという。従って洪水対策への不満度は極端に高いだ

けでなく、行政への不信、更には諦めにも繋がっているという。 

・ このような状況のもとでは ①現状への安心度 ②対策への満足度 と併せ

て③実施主体への信頼度も聞くことの価値は大きい。 

・ 信頼度の低いところでの各種の活動は信頼度認識を踏まえたものでないと

上すべりになりかねず、重要な確認事項であり、指標であると考えられる。 

・ これについての指標をアンケート内に一つ入れて確認を行い、結果として信

頼度が高ければ自信をもって事業に当れるということであろう。 
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2.土木学会講演集に見られた利用者満足度関連論文の紹介 

1)道路利用者満足度に関する一考察 

① 著者：宮武清志他２名 

② 出所：土木計画学研究・講演集No.22 ・  1990 年 10月 

③ 調査の目的・課題 

i.調査対象地域の抽出と地域差の検証 

ii.重要度と満足度との関連性 

iii.総合満足度に対する要因分析 

④ 調査概要 

調査は平成 11 年 2 月に住民基本台帳から無作為抽出し、郵送回収方式によっ

て行った。 

表 9-3 に配布及び回収数を示す。 

 

表 9-3 配布及び回収数 

 配布数 標本数 回収率 

札幌市北区 500 107 21.4％ 

旭川市 500 129 25.8 

函館市 500 122 24.45  

上川北部 500 127 25.5 

日高南部 500 160 31.9 

 計 2,500 645 25.8 

 

⑤ 道路全般に対する相対的な満足度・重要度 

道路全般に対する相対的な満足度・重要度は、道路の重要度が顕著に高いが、

満足度は他の社会資本と顕著な差異はみられない。一方、港湾、空港の重要度

が顕著に低いが、満足度は高く、公園・緑地、下水道、河川は重要度、満足度とも

に平均値に近い値となっている。 
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道路 公園・緑地 下水道 河川 鉄道・地下鉄 港湾空港
 

図 9-2 道路全般に対する相対的な満足度・重要度 

 

⑥ 都市内道路に対する満足度・重要度 

都市内道路の満足度には都市部と地方部には地域差があると認められる。都市

内道路については、都市部住民ほど満足度は低く、地方部住民ほど満足度が高

い。また図9-3 に示すように個別の要因では、「安全性」や「駐車場」といった項目

で、地域差が大きいことがわかる。 

0

0.5

1

0 1.5 3

満足度

重
要
度

    都市部
    地方部

    安全性

道路情報

定時性

駐車場

快適性

速達性

 

  図 9-3 都市内道路に対する満足度・重要度 

都市間道路は、都市と都市を結ぶという性格を考慮すると、都市部住民、地方部

住民の満足度に差異がないことは想定できる。満足度の要因について、都市部
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住民では「安全性」についての重要度が顕著に高く、地方部住民では駐車場に

ついての重要度が高い結果となっている。 

0

0.5

1

0 1.5 3

満足度

重
要
度

安全性 道路情報 道路網 駐車 定時 速達性 快適性
 

図 9-4 都市間道路に対する満足度・重要度 

 

2)降積雪時における、遅れと道路利用者の満足度に関する基礎的考察 

① 著者：寺内義典他２名 

② 出所：土木計画学研究・講演集No.23(2)2000 年 11月 

③ 目的と背景 

これまでの公共事業の評価は、単純な整備量や所要時間短縮量といった客

観的指標を用いてきた。客観的評価指標はＢ／Ｃなどにより道路行政内部で

は有効に機能している。しかし、前述の雪対策事業の問題を考えると、道路利

用にわかりやすい主観的な評価指標による情報提供も必要である。 

降積雪時の道路交通のおくれ（無雪時に対する所要時間の増加）に対する感

度には個人差があるため、その満足度はある確率分布をなす。ここで、任意の

おくれｄとそれに対して満足できる人の割合を示す確率分布関数Ｐ（ｄ）（以下、

おくれ・満足度関数とよぶ）の関係を示す。おくれが雪対策事業によってｄ0 か

らｄ1 へと改善されたとき、そのおくれ短縮によって満足を感じる人の割合は以

下の式で算出できる。 

    Ｓ＝Ｐ（ｄ1 ）−Ｐ（ｄ0 ） 

このＳは、これまでの整備量そのものや所要時間といった客観的評価指標で

はなくＣＳという道路利用者の主観で評価したものであるといえる。 
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  表 9-4 ＣＳによる消雪装置設置効果の試算 

対象道路 R158の21.24㎞区間

（福井県福井市和田∼ 美山町計石間）

整備量 積雪装置設置延長6.1㎞

おくれ時間 満足度

現状 10分48秒 0.68

消雪装置無 14分22秒 0.55

効果 3分34秒 0.13
 

都市間道路であるＲ158 を対象として、現況と全線消雪装置無の２ケースでお

くれ時間を算定した。表 9-4 に示したその結果から既存の消雪装置の設置が

許容できる人の割合を0.13 増加させている、とみることができる。 

 

3)顧客満足度指標を用いたバス情報提供ニーズの分析 

① 著者：中村文彦他２名 

② 出所：土木計画学研究・講演集No.23(2) 2000 年 11 月 

③ 目的と背景 

近年急速な進展を遂げたＩＴＳ関連技術を応用し、バスのリアルタイム情報を利用

者へ提供する実験プロジェクトが、大阪・岡山等で行われている。 

一方、このような公共交通に関する情報について、利用者の立場から実際にどん

な情報が必要かなどを、明確に評価した事例は少ない。 

本研究は、バスの情報提供に対する利用者ニーズ特性を把握し、利便性向上に

つながる情報のあり方を検討するため、主に民間企業のマーケティング分野で活

用されている顧客満足度（Custom er Satisfaction)調査手法を用いて、基礎的な分

析を行うことを目的としている。 

④ 分析結果 

ニーズスコアは、同程度の不満足状況であっても、利用者がより重要だと考える項

目ほど改善ニーズが大きいと考え、路線別に各サービス項目の「重視する」から

「重視しない」、「不満」から「満足」各５段階の構成比に１点刻みで５∼ １点を与え、

その積の和となる重視度・不満度（最大５点∼ 最小１点）を掛け合わせた値（最大

25 点∼ 最小１点）とした。 
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表 9-5 ニーズスコアの計算方法 

重視度 満足度 点

重視する 不満 5

やや重視する やや不満 4

どちらともいえない どちらともいえない 3

あまり重視しない やや満足 2

重視しない 満足 1

ニーズスコア＝〔重視度各構成比×点（スコアの総和）
×満足度各構成比×スコアの総和〕

 

 

表 9-6  ニーズスコア 

最終バスの発車時刻の遅さ 17.0

バス運行本数の多さ(平日朝) 15.5

バス運行ダイヤの正確さ（雨天時） 15.4

バスの待ち時間の短さ（雨天時） 15.4

バス運行本数の多さ（平日日中） 14.4

バス運行ダイヤの正確さ（平日朝） 13.8

バスの待ち時間の短さ（平日朝） 13.8

バス運行本数の多さ(休日) 12.6

バスの待ち時間の短さ（平日日中） 12.5

バス運行ダイヤの正確さ（平日日中） 12.1

バス運行ダイヤの正確さ（平日日中） 12.1

バスサービス項目別ニーズスコア(重要度×不満度)

 



 

 104

3.因子分析計算結果について 

Ⅶ章 2 数量化理論を用いた新しい分析手法の開発で用いた「因子分析計算結果」につ

いてここにとりまとめておく。 

1)各因子の平均、標準偏差 

2)因子間の相関 

3)固有値表（回転前）（回転後） 

4)因子負荷量（回転前）（回転後） 

表 9-7 に示す 
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表 9-7 全国河川因子分析 

水質 自然 釣 水泳 ｺ ﾐ゙ 水辺 開放感 ｽﾍ ﾟー ｽ 公園 駐車場
合    計 16482 20008 19062 11528 14948 20266 18972 21404 19498 14771
平    均 2.74 3.33 3.17 1.92 2.49 3.37 3.15 3.56 3.24 2.46
標準偏差 1.28 1.22 1.28 1.30 1.25 1.28 1.26 1.23 1.27 1.36
件    数 6014

相関行列 水質 自然 釣 水泳 ｺ ﾐ゙ 水辺 開放感 ｽﾍ ﾟー ｽ 公園 駐車場
水質 1.0000
自然 0.6074 1.0000
釣 0.1662 0.2008 1.0000
水泳 0.5389 0.4443 0.2191 1.0000
ｺ ﾐ゙ 0.6461 0.4987 0.0587 0.5099 1.0000
水辺 0.3765 0.3545 0.1662 0.3319 0.3928 1.0000
開放感 0.2364 0.2876 0.1227 0.2153 0.2724 0.2685 1.0000
ｽﾍ ﾟー ｽ 0.1587 0.1990 0.1345 0.1337 0.2006 0.3564 0.3673 1.0000
公園 0.0624 0.0488 0.0629 0.0014 0.1151 0.1934 0.1992 0.4882 1.0000
駐車場 0.1914 0.1662 0.1520 0.1878 0.2165 0.1851 0.1966 0.3466 0.4562 1.0000

固有値表：回転前
因子№  固有値  寄与率 累積寄与率
因子№ 1 3.0210464 0.3021 0.3021
因子№ 2 1.191130519 0.1191 0.4212

共通性の推定：相関の絶対値最大
変数名 初期値 推定値
水質 0.646054387 0.650828123
自然 0.607439041 0.530311286
釣 0.219139904 0.070012927
水泳 0.538871288 0.471263915
ｺ ﾐ゙ 0.646054387 0.578469276
水辺 0.392812103 0.323005348
開放感 0.367269427 0.240252793
ｽﾍ ﾟー ｽ 0.488157421 0.491807342
公園 0.488157421 0.497015715
駐車場 0.456229687 0.359210223

因子負荷量：回転前
変数名 因子№ 1 因子№ 2
水質 0.740599658 -0.319906668
自然 0.684094542 -0.249651632
釣 0.262740646 0.031309399
水泳 0.627108386 -0.279282964
ｺ ﾐ゙ 0.72454581 -0.231306369
水辺 0.564844307 0.062898823
開放感 0.45394654 0.184892758
ｽﾍ ﾟー ｽ 0.467740466 0.522519083
公園 0.315343606 0.630534787
駐車場 0.417096768 0.430395763

固有値表：回転後 (ﾊ ﾘ゙ﾏ ｯｸｽ法)
因子№  二乗和  寄与率 累積寄与率
因子№ 1 2.583135843 0.2583 0.2583
因子№ 2 1.629040956 0.1629 0.4212

因子負荷量：回転後 (ﾊ ﾘ゙ﾏｯｸｽ法)
変数名 因子№ 1 因子№ 2
水質 0.802429366 0.083278104
自然 0.71877885 0.116911265
釣 0.21384027 0.155837302
水泳 0.683572138 0.063190457
ｺ ﾐ゙ 0.74508523 0.152699925
水辺 0.461875092 0.331174806
開放感 0.305474405 0.383325163
ｽﾍ ﾟー ｽ 0.152341929 0.684543112
公園 -0.033415334 0.704201053
駐車場 0.153237386 0.579420858  
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5)全国河川因子分析図（回転前） 

図 9-5に示す。 

 

図 9-5 全国河川因子分析（回転前） 
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6)全国河川因子分析図（回転後） 

図 9-6に示す。 

 

図 9-6 全国河川因子分析（回転後） 
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7)全国河川因子分析図（回転後）（1軸、2軸グラフ） 

図 9-7に示す。 

 

図 9-7 全国河川因子分析図（回転後）（1軸、2軸グラフ） 

0.75

0.70

0.65

0.60

0.55

0.50

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

-0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90

水質がきれいである

自然が豊かである

釣りをする人が多い

一般の人が泳げる

ゴミが少なくきれいである

水辺に近づきやすい

車道から離れて解放感がある

オープンスペースがある

河川公園・散歩道等施設が整備されている

駐車場施設が整備されている

A：スペース利用型

B：水辺散策型

C：水利用型
D：釣り大好き型

水
利
用
軸

土
地
利
用
軸

河川満足要因軸  



 

 109

Ⅷ 参考文献 

 

1.民主主義論 

1) 哲学する民主主義 ロバート・D・パットナム NTT出版 2001年3月

2) 行きづまる民主主義
ジェームズ．ブキャナン
ゴードン．タロック
加藤 寛

勁草書房 1998年6月

3) 民主主義の危機 ウィリアム．E．ハドソン 東洋経済 1996年7月

4) 無党派市民の民主主義宣言 武田 文彦 ビジネス社 1995年11月

5) 民主主義進化論 上 武田 文彦 竹内書店新社 1993年9月

6) 民主主義進化論 下 武田 文彦 竹内書店新社 1993年9月

7) 君主論 マキャベリ 岩波書店 -

8) 政略論 マキャベリ 岩波書店 -
 

      

2.国家の役割・公共事業に関するもの 

1) 「正義の経済学」ふたたび 寺島 実郎 日本経済新聞社 2001年4月

2) 市場の役割・国家の役割 一柳 良雄 他9人 東洋経済新報社 1999年4月

3) 日本の社会保障 広井 良典 岩波新書 1999年1月

4) 国家を越える市民社会 斉藤日出治 現代企画室 1998年12月

5) 政治・行政の考え方 松下 圭一 岩波新書 1998年4月

6) 公共事業をどうするか
五十嵐 敬喜
小川 明雄

岩波新書 1997年3月

7) 日本を豊かにする方程式 福田 公正 日本評論社 1995年9月

8) 市場か政府か 山本 哲三 日本経済評論社 1994年5月
 



 

 110 

3.行政評価・改革論 

1) 行政評論ハンドブック
小野 達也
田渕 雪子

東洋経済新報社 2001年5月

2) 行政評価 島田 晴雄 東洋経済新報社 1999年12月

3) 「事務事業評価」の検証
三重県地方
自治研究会編

三重県自治研究会 1999年8月

4) 行政経営の時代 上山 信一 NTT出版 1999年7月

5) 自治体政策評価 斉藤 達三 ぎょうせい 1999年2月

6) 行政評価の時代 上山 信一 NTT出版 1998年3月

7) 事業別予算入門 斉藤 達三 ぎょうせい 1995年7月

8) 政府改革 後藤 仁 日本評論社 1995年2月

9) 行政革命
デビッド．オズボーン
テッド．ゲーブラー

日本能率協会 1995年1月

10) 総合計画の管理と評価 斉藤 達三 勁草書房 1994年12月

11) 政治改革 山口 二郎 岩波新書 1993年5月

12) 公共ｾｸﾀｰの効率化
金本 良嗣
宮島 洋

東京大学出版会 1991年11月

13) 新しい現実 P.F.ドラッガ- ダイヤモンド社 1989年7月

14) 自治体経営情報ｼｽﾃﾑの原理 斉藤 達三 ぎょうせい 1988年3月
 

 

4.税制・税金・公共料金論 

1) 税制と税政
加藤 寛
横山 彰

読売新聞社 1994年12月

2) 税制改革の新設計 野口 悠紀雄編 日本経済新聞社 1994年5月

3) 世直し「減税革命」 屋山 太郎 新潮社 1992年12月

4) 背信の税制 富岡 幸雄 講談社 1992年3月

5) 税金読本 鶴田 彦夫 税務経理協会 1989年7月

6) 直接税改革 八田 達夫 日本経済新聞社 1988年9月
 

 

5.市民満足度に関するもの 

1) 日本と世界、住民サービスはこんなに違う 大島 章嘉 日新報道 1999年11月

2)
なぜ日本企業は「消費者の満足」を
得られないか

江上 哲 日本経済新聞社 1999年11月

3) 住民ｻｰﾋ ｽ゙ここが一番 日本経済新聞社編 日本経済新聞社 1999年3月

4) あなたは行政に満足しているか 大島 章嘉 日新報道 1995年4月
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6.サービス論に関するもの 

1) サービス．マーケティング 近藤 隆雄 生産性出版 1999年1月

2) satisfaction R.L.O liver M cG raw-H ill 1997年
 

 

7.特定サービスに関するもの 

1) 道路投資の社会経済評価 道路投資評価研究会 東洋経済新報社 1997年4月

2) 電話の政治学 田村 紀雄 悠思社 1994年5月
 

 

8.地方自治に関するもの 

1) 自治体破産 日本経済新聞社編 日本経済新聞社 1999年11月

2) 自治体は変わるか 松下 圭一 岩波新書 1999年10月

3) 地方自治の論点101 恒松制治監修 時事通信社 1998年3月

4) ザ地方議会 ふくおひろし 三一書房 1995年2月
 

 

9.地方分権に関するもの 

1) 未完の分権改革 西尾 勝 岩波書店 1999年11月

2) 地方分権改革 沼田 良 公人社 1994年11月
 

 

10.情報公開に関するもの 

1) 情報公開 神野 武美 花伝社 1996年7月
 

 

11.選挙資金に関するもの 

1) 代議士とカネ 佐々木 毅 他 朝日新聞社 1999年5月

2) 新しい現実 P.F.ドラッガ- ダイヤモンド社 1989年7月
 

 

12.辞典 

1) 経済学辞典（第3版）
大阪市立大学
経済研究所編

岩波書店 2000年4月

2) マクロ･ミクロ経済学辞典 佐藤 順 他 富士書房 1995年9月
 

以上 


