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住民アンケート結果について 

 

神田川水系河川環境管理基本計画調査時の住民アンケート結果 
 
１ アンケート調査の目的 

��神田川水系の流域内に居住・就業する住民や有識者が、神田川水系に対して抱いて

いる認識や今後の河川環境改善の意向等を把握するためにアンケート調査を実施。 
��アンケート調査は、流域内の一般住民や事業所を対象とした住民アンケートと有識

者を対象とした有識者アンケートに分けて実施。 
 
２ アンケート調査の方法 

 
 住民アンケート調査 有識者アンケート調査 

配布・回収 

の方法 

ダイレクトメール ダイレクトメール 

配布先 ��神田川流域に属する各区市の町丁

の居住者と事業所を対象。 

��配布先は、事業所は事業所年鑑、居

住者は住所基本台帳から無作為に

抽出。 

��それらの資料が閲覧できない場合

には住宅地図を使用。 

�� 神田川水系に関係する区、市に居住

する著名人や有識者を対象。 

�� 特に経済界、学会、文化・芸能界の

著名人や有識者を対象（各種人名録

から、約 1,500 人程度をリストアッ

プ、その中から無作為に 500 人を抽

出）。 

配布・回収 

の状況 

�� 1,000 票以上の回収を目標とし、約

3,300 票弱を配布 

��回収数は 706 票、回収率は 21.5% 

��配布数は、神田川水系（本川、妙正

寺川、善福寺川、亀島川）の河川延

長距離の比率に応じて配布。（但し、

最低 100 票） 

�� 100 票以上の回収を目標とし、500

票を配布。 

�� 回収数は 72 票、回収率は 14.4%。

 

 
住民アンケート調査の流域の区市別配布・回収状況 

配布票数 回収票数 回収率 
流域の区市 

河川延長の
比率（%） 計 事業所 世帯 （票） （%） 

千代田区 11 360 210 150 89 24.7
中央区 6 200 100 100 51 25.5

文京区 6 200 30 170 44 22.0

新宿区 15 490 90 400 87 17.8

豊島区 3 100 10 90 15 15.0

中野区 22 669 80 589 103 15.4

杉並区 33 1,037 100 937 254 24.5

三鷹市 4 132 10 122 34 25.8

武蔵野市 0 101 10 91 12 11.9

その他・無回答  17 ―

合計 100 3,289 640 2,649 706 21.5

 1
 



３ アンケート集計結果の概要 
 
 住民アンケート調査 有識者アンケート調査 

神田川に対

する親しみ、

愛着 

回答者の 60%の人々が、親しみや愛着を感じて

いる 

回答者の 70%近くの人々が、親

しみや愛着を感じていると答えて

いる。 

神田川の最

近の環境に

対する認識 

 

以下の解答が多く、両者で全体の 60%近くを占

めている。 

�� やや良くなっている（34.0%） 

�� 良くなっている（24.4%） 

以上の理由として、下水道の整備や護岸の整備

を挙げている。 

一方「悪くなった」もしくは「やや悪くなった」

理由として、護岸がコンクリートで固められ、川

としての風情がなくなったからとしている。 

以下の解答が多く以前に較べて

神田川の環境が悪化しているとい

う認識が強いようである。 

�� 風情がなくなり、親しみに

くくなった 

�� 水がきたなくなった 

 

住民、有識者共に変わりなく以下の回答が多くなっている。 

�� 東京に残された貴重な自然 

�� 井の頭公園 

�� かつての神田上水 

神田川のイ

メージ 

（上中下流におけるイメージの相違） 

上流部の杉並区、三鷹市、武蔵野市 

�� いこいの場 

�� 遊び場 

中流部の新宿区、豊島区、中野区 

�� 洪水、水害 

�� かつてのヒット曲神田川 

下流部の千代田区、中央区、文京区 

�� どぶ川 

�� 悪臭、ユスリカの発生源 

 

住民、有識者共に共通しており、以下の 3 点に集約されている。 

�� 水がきたない 

�� 水量が少ない 

�� 緑が少ない 

神田川が抱

えている問

題 

（上中下流における回答の相違） 

下流部の千代田区、中央区、文京区、新宿区 

�� 水がきたない 

�� 緑が少ない 

�� 川沿いに歩けない 

上中流部の中野区、杉並区、三鷹市、武蔵野 

�� 水量が少ない 

 

神田川の今

後の望まし

い整備方向 

 

神田川の今後の望ましい整備方向についても住民、有識者共に共通しており、以下

の整備を望んでいる。 
�� 河川公園、広場 

�� 遊歩道、サイクリングロード 

�� 河川景観を楽しむ空間 

今後、神田川

で行いたい

活動、イベン

ト 

現在行われていない以下のイベントを望んで

いる。 
�� 花火大会 
�� ボート大会 
�� ホタル狩り 

有識者は現実的な傾向が強く以

下の活動を望んでいる。 
�� 散歩 
�� 釣り 

 

出典：神田川水系河川環境管理基本計画調査報告書（昭和 62 年 3 月）ｐ56～59 
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世論調査・水辺の国勢調査における住民アンケート結果 
 

平成 11 年 1 月実施の世論調査及び平成 13 年度実施の水辺の国勢調査の中から、神田川流域

住民の①河川の現状に対する問題意識、②期待される環境整備の方向性、③川づくりの参加意

志について関連するアンケート調査結果を抽出した。 

 
１．河川の現状に対する問題意識 
 
質問：身近に感じる川で不満に思うこと 
結果：神田川・善福寺川・妙正寺川において不満に思う理由としては上位を挙げると以下のよう 

になっている。 
① 水辺に近づきたくても近づけない 
② 水辺がゴミなどで汚れている 
③ 水が汚い 
④ 水量が少ない 
⑤ 水辺に緑が少ない 
⑤ 水辺や水中に生き物がすくない 
⑦ 景観が良くない 
⑦ 子供が遊ぶには危険がある 
⑦ 特にない、わからない 

出典：環境に関する世論調査「東京都政策報道室」H11.1 
 
質問：望ましい姿でないと思う理由 
結果：善福寺川において望ましい姿でないと思う理由しては以下の順になっている。 

① 水がすくない（２８．３％） 
② 人工的に造られすぎている（２０．０％） 
③ もっと水辺に近づけるとよい（２０．０％） 
④ 水が汚い（１２．２％） 
⑤ その他（８．７％） 
⑥ ゴミが多い（７．８％） 
⑦ もっと緑や生き物など自然が多い方が良い 

出典：隅田川他８河川河川水辺の国勢調査 H13 年度 
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２．期待される環境整備の方向性 
 
質問：川の環境を良くし、親しみやすい水辺にするためには、今後どのようにしたらよと思うか。 
結果：神田川・善福寺川・妙正寺川においては以下の順になっている。 

① ゴミの少ないきれいな水辺にする 
② 水をきれいにする 
③ 魚や鳥が住みやすいようにする 
④ 自然のままの水辺を守る 
⑤ 危険のない安全な水辺にする 
⑥ 水辺のみどりを増やす 
⑦ 水遊びができるようにする 
⑧ 公園やレクリェーション施設をつくる 
⑨ 水量を豊かにする 
⑩ 環境学習を充実する 

出典：環境に関する世論調査「東京都政策報道室」H11.1 

 

３．川づくりの参加意志 
 
質問：都市における川の役割として期待することボランティア団体の活動への参加意志 
結果：善福寺川における結果は以下の順になっている。 

① たまになら参加したい 
② 参加しない 
③ 是非参加したい 
出典：隅田川他８河川河川水辺の国勢調査 H13 年度 
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