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栃木県内の道路の渋滞箇所について
皆さんのご意見をお寄せください

（アンケート実施のお知らせ）

道路行政マネジメントを実践する栃木県会議では、昨年１２月１６日に第１０回会議を開催し、「新た
な主要渋滞ポイント候補箇所」５２箇所を選定すると共に、アンケートを実施することになりました。

アンケートの主な内容は、データから選定された「新たな主要渋滞ポイント候補箇所」５２箇所が皆さ
んの実感と合っているのか、５２箇所以外で渋滞している場所がどこなのかをお聴きするものです。

皆さんから頂いたご意見を参考に、第１１回会議（平成２４年度当初予定）に諮った上で、「新たな主
要渋滞ポイント」および「要対策代表箇所」を選定し、公表すると共に対策を進めていきます。

記者発表資料

平成２４年２月３日（金）
国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所

栃木県 県土整備部 交通政策課

しのはら まさみ

おおさと ひろと

ふなやま とおる

いけだ ともひろ

●ご意見を募集する内容
・新たな主要渋滞ポイント候補箇所について
・県内の道路において、主要渋滞ポイント候補箇所以外で渋滞している箇所

について
・その他、栃木県内の道路に関するご意見など

●募集期間
平成２４年２月１９日（日）まで（２月６日よりアンケート募集開始）

●募集方法
○アンケート用紙配置箇所（栃木県内）：

・市役所・町役場
・道の駅
・高速道路のＳＡ・ＰＡ

○宇都宮国道事務所ホームページ：http://www.ktr.mlit.go.jp/utunomiya/

※その他、インターネットモニター、高齢者、トラック・バス・タクシーのドライバーなどを対象に、
別途アンケート調査を実施します。
詳しくは宇都宮国道事務所ホームページ（http://www.ktr.mlit.go.jp/utunomiya/）をご覧ください。
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本資料をお読みいただき、アンケートにお答え下さい。

～栃木県の～栃木県の道路道路に関するアンケート～に関するアンケート～

皆さまの声が皆さまの声が渋滞対策渋滞対策の一歩となります！！の一歩となります！！

道路行政マネジメントを実践する栃木県会議では、様々なデータ等から「新たな主要渋滞ポイント候補箇所」とし
て５２箇所を選定しました。
選定した「新たな主要渋滞ポイント候補箇所」に対する皆さまのお考えや、「新たな主要渋滞ポイント候補箇所」

以外で渋滞していると感じる箇所、また道路行政についてのご意見をいただき、今後のみちづくりの参考にさせてい
ただきます。

栃木県内の各所で渋滞が発生しています。

渋滞が多発している状況を踏まえ、以下のデータ等から新たな主要渋滞ポイント候補52箇所を抽出しました。

●栃木県の渋滞による損失時間は、全国平均値を12%上回っています。
●国道４号や国道５０号など、主要な幹線道路沿線の都市において、損失時間が多くなっています。

渋 滞

渋滞損失時間

（H21プローブデータ）

混雑発生時間

（H21ＶＩＣＳデータ）
地域の声など

渋滞長または通過時間

（既存主要渋滞ポイントの定義）

自動車に搭載したＧＰＳから得られる自動車

位置情報や時間データ（プローブデータ）を集
計・解析することによって区間の速度データが
算出され、そのデータを基に、渋滞等により損
失する時間（渋滞損失時間）を算出したものを
抽出指標の一つとしています。

車両感知器によって渋滞情報などを収集

し、渋滞の発生状況のデータ（ＶＩＣＳ
データ）から、平均旅行速度20km/h以
下となる混雑発生時間を抽出指標の一つ
としています。

「地元市町」などからの渋滞
箇所改善のご意見を抽出指標

の一つとしています。

既存の主要渋滞ポイントの以下の指標からも

抽出しています。

・人口が集中している地区内の場合

最大渋滞長1km以上または

最大通過時間10分以上

・人口が集中している地区外の場合

最大渋滞長500m以上または

最大通過時間5分以上

詳しくは宇都宮国道事務所ホームページ（http://www.ktr.mlit.go.jp/utunomiya/）をご覧ください。
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●アンケート用紙配置箇所（栃木県内）：
・市役所・町役場
・道の駅
・高速道路のＳＡ・ＰＡ

●宇都宮国道事務所ホームページ：http://www.mlit.go.jp/utunomiya/

～ご意見の募集方法について～

○あなた自身のことについてお伺いします。
該当する項目の□に を記入してください。

①年齢：□20代 □30代 □40代 □50代 □60代(64歳以下) □65歳以上

②性別：□男性 □女性

③住所： 都・道・府・県 区・市・町・村

④栃木県内を移動する際、最も頻繁に利用する交通手段：
□自動車(自分で運転) □自動車(自分以外が運転) □鉄道 □バス □二輪車
□自転車 □徒歩 □その他( )

⑤栃木県内を自動車(バス・タクシー含む)で移動する頻度：
□ほぼ毎日 □週に2、3日程度 □週に1日程度 □月に2、3回程度
□ほとんど利用しない □その他( )

⑥栃木県内を自動車(バス・タクシー含む)で移動する目的（１つ選択）：
□通勤 □通学 □業務 □買い物 □観光・レジャー
□その他( )

○あなたが日頃利用している道路についてお伺いします。

【問１】 あなたが渋滞していると感じている箇所が右図に示す主要渋滞ポイント候補
52箇所に反映されていますか？

１．反映している ２．概ね反映している
３．あまり反映していない ４．反映していない
５．わからない

【問２】 主要渋滞ポイント候補52箇所のうち、渋滞により特に不便を感じている箇所
について、上位５箇所までの番号を記入してください。

【問３】 主要渋滞ポイント候補52箇所以外に、渋滞している箇所がありましたら、具
体的にご記入ください。

【問４】 渋滞対策以外も含めて、本会議の取り組み内容や栃木県内の道路に関してご意
見がございましたら、ご自由にお書きください。

記入例：例－宇都宮市の県道○○線の△△高校前の交差点

栃木県道路利用者アンケート票【配置版】

ご協力ありがとうございました。
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参考－１
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参考－２
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『道路行政マネジメントを実践する栃木県会議』について
【これまでの取り組み】
『道路行政マネジメントを実践する栃木県会議』は、交通渋滞や交通事故対策について、地域の皆
さまや、様々な分野の方々からのご意見をお伺いし、道路施策に反映することを目的に、平成１７年１１
月に設置しているところです。

【これからの取り組み予定】

第９回会議（平成２３年３月開催） ・新たな渋滞箇所を把握するための選定基準（案）を提示

第８回会議（平成２２年１２月開催）

第７回会議（平成２２年１０月開催）

第６回会議（平成１９年１０月開催）

第５回会議（平成１９年３月開催）

第４回会議（平成１８年８月開催）

現地診断（平成１８年７月、８月）

第３回会議（平成１８年３月開催）

県民アンケート（平成１８年２月実施）

第２回会議（平成１７年１２月開催）

第１回会議（平成１７年１１月開催）

県民アンケート（平成２２年１０月～１１月実施）

『事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）』５４箇所 H22.12.20公表

要対策箇所の対策実施

・要対策箇所の選定及び確定
（交通安全：２１箇所、渋滞：２２箇所）

・要対策箇所の対策実施
・要対策箇所のフォローアップ

・新たな要対策箇所の選定
（交通安全：１３箇所、渋滞：５箇所）

・要対策箇所のフォローアップ
（交通安全：３４箇所、渋滞：２７箇所）

・『新たな事故危険代表区間（案）』の選定

・『新たな事故危険代表区間（案）』の選定

第10回委員会（平成23年12月16日開催）
◆渋滞対策候補箇所の選定について
◆道路利用者アンケートの実施方法について など

道路利用者アンケートの実施（～平成２４年２月１９日まで）

第11回委員会（平成24年度当初予定）
◆道路利用者アンケート結果の報告 ◆新たな主要渋滞ポイントの選定結果
◆要対策代表箇所の選定結果 など

新たな主要渋滞ポイントおよび要対策代表箇所の公表

参考－３

・新たな要対策代表箇所の選定

・要対策代表箇所のフォローアップ
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