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公共施設への落書き被害は非常に多く，橋梁，トンネル，擁壁，照明灯など至る所に被害が
確認されている．落書きは美観を損ね治安の悪化にも繋がるため，落書きを消去して欲しいと
いった相談も少なくない．しかし，落書きは再犯性が高く落書き消去を行ってもすぐに落書き
されてしまうこと，またコーティング等による落書き防止対策はコストがかかることから，昨
今の厳しい財政状況の中では対応が難しいのが現状である．このような課題を解決すべく，地
元ボランティアのご協力を頂き，落書き消去及び再発防止・啓発効果を目的とした壁画制作を
試行的に実施したので報告する．
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(2) 日常管理
日常の維持管理においては，道路巡回，清掃，剪定・
(1) 厚木出張所の管理区間
除草等，道路管理者が自主的に行うものの他，特に大き
厚木出張所の管理区間は，国道246号の神奈川県内に
なウェイトを占めるのが行政相談による対応である．
2015年度の行政相談の内訳（図-2）は，国道246号の
おける境川を跨ぐ大和橋（大和橋）から静岡県境（山北
町）に至る53.5kmとなっている．（図-1）
交通量（最大81,663台/24h）が比較的多いことから，落
国道246号は，東京都を起点に神奈川県中央部を横断
下物による対応が非常に多い傾向にあり，次に多いのが，
し静岡県に至る首都圏と東海地方を結ぶ重要な幹線道路
郊外や山間部の区間が割合多いことから除草対応となっ
である．また，神奈川県内陸部の主要な都市を相互に結
ている．続いて事故処理，路面補修となっているが，こ
ぶとともに，並行する第一東海自動車道（東名高速道路） れらは国道246号の大型車混入率(最大27%，27,389台/24h)
を補完する唯一の主要幹線道路である．
が非常に高いため，重大事故になりやすく，また，路面
の痛みも早いため，割合こそ少ないものの大きな労力が
必要となっている．
上記の対応は維持管理においては重要性が高く，ある
程度予算も確保されている為，適宜対応出来ているが，
現在厚木出張所の課題となっているのが，その他に含ま
れる落書き対応であり，全体の1%にも満たない案件で
はあるが対応に苦慮している．

1. はじめに

図-1 厚木出張所の管理区間
図-2 2015年度行政相談の内訳（全779件）
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(2) 落書き関係の行政相談
このように管内至るところに落書きの被害がある為，
(1) 落書き被害状況
落書きを消して欲しいといった相談を年数回受けている．
2011～2015年度（5年間）の落書き消去等の相談件数
落書きは，市街地に限らず郊外や山間部ほぼ全線で被
害が確認されており，その中でも特に多い区間は，大和
（図-3）は年間3,4件程度であるが，この件数はあくまで
市，座間市，海老名市，厚木市など4～6車線区間が多く， も厚木出張所に直接相談のあった件数であり，自治体等
で受けた件数を含めると2～3倍以上になる．また，相談
特に立体交差部，遮音壁，人道ボックスなどが落書きさ
れやすい傾向にある．（写真-1,写真-2,写真-3）
内容が市内全域など広範囲に及ぶ場合もある為，他の相
また，落書きが増加するとゴミのポイ捨てが増加する
談に比べ1相談あたり大きな労力を必要とする．
など，2次的被害も増加する傾向にある．

2. 落書き被害状況とその対応

図-3 落書き消去等の相談件数
(3) 落書きへの対応・対策
これまで厚木出張所で実施している処理方法は，コス
ト面を考慮し，落書きされている下地（コンクリート，
ガードレール等）の色に合わせた塗料で塗り隠す方法を
取っている．（写真-4）
その理由としては，落書きそのものを消し落とす作業
はかなりの作業時間がかかる上，特に落書きの多いコン
クリート面においては，コンクリート内部に染み込んで
いる為，容易に除去出来ないからである．
しかし，道路保全の観点から比べると，落書きは路面
補修や除草などより緊急性が低く，また，消去を行って
も即日落書きがされるほど再犯性が高いため，厳しい財
政状況の中では対応が難しく，大半の相談に対しては相
談者に事情を説明した上で，経過観察でご了解いただい
ている状況である．
なお，落書きをされない為に塗料が着きにくくなるコ
ーティング剤を塗布する等の対策もあるが，初期コスト
がかかるため予算の関係上実施出来ていない状況である．

写真-1 国道246号 立体交差部（大和市上草柳）

写真-2 国道246号 遮音壁（海老名市国分）

写真-3 国道246号 人道ボックス（厚木市金田）

写真-4 落書きの処理方法（塗り隠し）
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しかし，落書き消去及び壁画制作を実施するにあたっ
て課題となるのが，①作業スペース等や資材置き場のス
落書き被害が減らない現状の中で，最近では地元から
ペース確保のため，道路管理者側で交通規制をする必要
のボランティア要望で落書き消去及び再発防止・啓発効
があり，限られた規制時間範囲の中でボランティアによ
果として壁画制作を行いたいとの相談が寄せられている． る落書き消去や壁画制作を仕上げることが可能か，②万
落書き消去は7～8割が労務費の為，ボランティアで実
が一に事故が発生した場合や作業によってケガをした場
施して頂けるとなれば大きなコスト削減となり，壁画制
合などの責任の所在である．
作は市販されている塗料で制作出来る為，特殊な落書き
①の課題については，壁画制作の相談を受けた２個所
防止用塗料に比べれば大きなコスト削減になる．道路管
の現場（中津川橋高架下，船子バイパス側道）について
理者としては大変有難い支援である．（図-4）
作業環境の確認を行った結果，幸いにも交通規制を必要
としない個所であった．（図-5，写真-5，図-6，写真-6）
②の課題については，主に中学生が作業を行うことか
ら中学校教員による作業時の安全対策，安全指導の徹底
を行って頂いた他，厚木市からはヘルメット・脚立の貸
与や作業時の補助，さらには作業者のケガによる保険の
適用等のご協力を頂くことが出来たため，試行の意味も
含め実施することとした．

3. 地元からのボランティア要望とその課題

図-4 落書き消去作業コストの内訳（概算）

図-5 管理平面図（中津川橋高架下）

図-6 管理平面図（船子バイパス側道）

写真-5 現地写真（中津川橋高架下）

写真-6 現地写真（船子バイパス側道）
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(4) 壁画テーマ「自然」
睦合東中学校から3校の生徒に募集をかけ，睦合東中
学校の生徒会本部により決定．

4. 実施事例その1（中津川橋高架下）
当該箇所を通学路とする睦合東中学校よりボランティ
ア要望があり，中学校，厚木市，厚木出張所3者で調整
を行った．また，中学校から同学区内の2つの小学校へ
参加者を募集して頂いた．実施にあたっては，睦合東中
学校生徒会が全体の指揮を執るなど，生徒主導のもと行
われた．制作時においては，通行する方々が足を止め見
学され，実施内容について賞賛を頂いた．

(5) 資材の準備
中学校からは塗料を除く絵画道具，厚木市からは安全
対策の為のヘルメット，脚立，衣類を守るためのカッパ
を用意して頂き，厚木出張所からは塗料を提供した．
(6) 作業手順
a) 下処理（写真-7） ※前日までに作業
b) 下書き（写真-8）
睦合東中学校の美術部で実施．
c) 色塗り（写真-9）
美術部以外の小中学校生徒も加わり，美術部指導の
もと実施．
d) 完成（写真-10）
完成後，一部美術部による仕上げ実施．

(1) 協力者
睦合東中学校，清水小学校，妻田小学校，厚木市
(2) 実施場所
国道246号 45.9kp 厚木市妻田
中津川橋高架下 A2橋台部 72m2
(3) 実施日時
2015年10月3日(日) 7:30～16:30

写真-7 下処理（中津川橋高架下）

写真-9 色塗り（中津川橋高架下）

写真-8 下書き（中津川橋高架下）

写真-10 完成（中津川橋高架下）
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(4) 壁画テーマ「厚木の四季とおとぎ話」
東名中学校美術部生徒により考案．

5. 実施事例その2（船子バイパス側道）
当該箇所は国道246号と平行する小田急線の車窓から
よく見える場所で，厚木市議会でも問題となっており，
道路管理者が落書き消去を行っても翌日落書きされたり
と落書きが絶えない箇所であった．地元ボランティアの
ご協力を頂き，「南毛利南地区落書き対策検討委員会」
を立ち上げ調整を行った．壁画のデザイン・作業指導は
地区内にある東名中学校美術部のご協力を頂いた．

(5) 資材の準備
厚木市からは安全対策の為のヘルメット，脚立，衣類
を守るためのカッパ，その他雑貨類を用意して頂き，厚
木出張所からは塗料及び絵画道具を提供した．
また自治会からは豚汁やカレーライスなどの昼食を提
供して頂くなど，地域一丸となって取り組み，道路愛護
に対する気運を高めて頂いた．

(1) 協力者
東名中学校，南毛利南地区落書き対策検討委員会（地
元地域団体6団体による構成），船子自治会，厚木市

(6) 作業手順
a) 下処理（写真-11） ※前日までに作業
b) 下書き（写真-12）
東名中学校美術部で実施．
c) 色塗り（写真-13）
美術部以外の生徒や地域団体も加わり，美術部指導
のもと実施．
d) 完成（写真-14）

(2) 実施場所
国道246号 50.0kp 厚木市船子
船子バイパス側道 擁壁部 約91m2
(3) 実施日時
2016年1月23日(土)～24日(日) 9:00～15:00

写真-11 下処理（船子バイパス側道）

写真-13 色塗り（船子バイパス側道）

写真-12 下書き（船子バイパス側道）

写真-14 完成（船子バイパス側道）
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6. 今回の成果・考察

7. 今後の課題

壁画制作を実施してから半年程経過しているが，現
時点では落書きの被害は確認されていない．即日再発し
ていたこれまでの経緯を踏まえれば落書き対策への効果
は高かったと言える．今回実施した内容を踏まえ，既存
手法との比較を行った．（表-1）
落書き消去については，わずかながら対策費用が安価
ではあるがすぐに落書きされることが多いため，頻繁に
作業が必要となる．その点，壁画制作については，厚木
市内で壁画制作された箇所で10年以上落書きがされてい
ない実績もあることから，落書き消去に比べ持続効果が
高いと言える．
落書き防止工については，対策費用はかかるが塗料が
付着しにくくなる為，落書き行為そのものを減らすこと
が出来る．しかし，仮に落書きされた場合にはある程度
の塗料が付着し美観を損ねてしまう為，大きな労力は必
要としないものの拭き落とし作業が必要となる．また，
防止効果も時間経過により効果が低くなってくる為，更
新時には初期の対策費用と同程度の費用が必要となる．
その点，壁画については時間経過によって塗料が色褪せ
てくることもあるが，物理的に抑制しているのではなく
啓発的に抑制していることから，落書き防止工に比べ持
続効果が高いと言える．
ただし，長期的な評価は今後の効果の持続性を確認す
る必要があるため，引き続き道路巡回等により確認して
いく．

今回の箇所では，交通規制を必要とせず作業スペース
も十分に確保されていた為，安全面でも容易に作業を行
えたが，交通規制を必要とするような箇所については，
作業時間が限られたり，安全の確保が課題となってくる．
そのような箇所で対策を行う場合には，例えば，型枠を
あてスプレーにより模様をつけるような簡易的な手法で
行うことで作業時間の平準化を図ったり，通常のカラー
コーンによる規制にコーンバーを追加し，さらには規制
帯を2重にするような安全対策を検討している．
今回の対策箇所以外にもまだ多くの落書き被害箇所が
残っている為，今回の対策事例を広めていくとともに，
新たな工夫・手法の検討を行うなど，落書き抑制に取り
組んでいきたい．
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表-1 壁画制作と既存手法との比較
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