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無電柱化推進計画について

国土交通省道路局 環境安全・防災課長 森　山　誠　二

１.はじめに

平成 30 年４月に、無電柱化の推進に
関する法律第７条の規定に基づき、無電
柱化の推進に関する施策の総合的、計画
的かつ迅速な推進を図るために策定した
無電柱化推進計画について紹介する。
わが国では、昭和 60 年代初頭から、
電線類を地中へ埋設するなど無電柱化に
ついて計画的に取り組まれてきており、
一定の整備が図られてきた。
しかしながらその水準は、欧米はもと
よりアジアの主要都市と比較しても大き
く立ち後れている状況である（図－１）。
全国には依然として約 3,600 万本の電
柱が建っており、さらに毎年約７万本ず
つ増加しているのが現状である。
これまで無電柱化は、防災性の向上、
安全性・快適性の確保、良好な景観の形
成等の観点から実施してきたが、近年、
災害の激甚化・頻発化、高齢者・障害者
の増加、訪日外国人を始めとする観光需
要の増加等により、その必要性が増して
いる（図－２）。
また、「無電柱化を推進する市区町村
長の会」の発足や無電柱化条例の制定な
ど、地方公共団体における無電柱化の取
り組みが活発になっていることに加え、
無電柱化の推進を目的とした民間団体が
次々と設立されるなど、無電柱化を求め
る気運が高まっている。
一方で、長きに渡って電柱・電線に囲
まれて生活してきた多くの国民にとって
は、電柱・電線があるのが当たり前とい
う感覚になってしまっていることも否定
できないことから、無電柱化の重要性に
ついて国民の理解と関心を深めることが
不可欠となっている。
こうした無電柱化をめぐる近年の情勢
の変化を踏まえ、無電柱化の推進に関す
る法律（平成28年法律第112号。以下「無
電柱化法」という。）が平成 28 年 12 月
に成立・施行された（図－３）。

無電柱化推進計画（以下「推進計画」
という。）は、無電柱化法第７条の規定
に基づき、無電柱化の推進に関する施策
の総合的、計画的かつ迅速な推進を図る
ために策定したものである。

２.無電柱化推進のあり方検
討委員会について

国土交通省では、無電柱化法が施行さ
れたことを踏まえ、低コスト化や占用の
制限をはじめとした様々な無電柱化を推
進する方策のあり方について幅広く検討
することを目的として、有識者からなる

無電柱化推進のあり方検討委員会（委員
長：屋井鉄雄東京工業大学副学長、以下
「あり方委員会」という。）を平成 29 年
１月に設置し、関係団体からのヒアリン
グを含めて計７回に渡るあり方委員会を
開催し検討を進めた。
その結果を踏まえ、平成 29年８月に、
あり方委員会より、これまでの無電柱化
の進め方を転換することを打ち出した、
『脱・電柱社会～日本の空を取り戻そう
～』（以下、「中間とりまとめ」という。）
がとりまとめられた。

図－１　無電柱化の現状

図－２　無電柱化の目的

※１　ロンドン、パリは海外電力調査会調べによる2004年の状況（ケーブル延長ベース）
※２　香港は国際建設技術協会調べによる2004年の状況(ケーブル延長ベース)
※３　シンガポールは『POWER QUALITY INITIATIVES IN SINGAPORE, CIRED2001, 　
　　　Singapore, 2001』による2001年の状況(ケーブル延長ベース)
※４　台北は台北市道路管線情報センター資料による台北市区の2015年の状況（ケーブル

延長ベース）
※５　ソウルは韓国電力統計2017による2017年の状況(ケーブル延長ベース)
※６　日本は国土交通省調べによる2016年度末の状況(道路延長ベース)
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３.電線管理者からの意見聴
取およびパブリックコメ
ントについて

国土交通省では、あり方委員会による
中間とりまとめを踏まえ、関係省庁や電
線管理者より構成される「無電柱化推進
検討会議」において調整を重ねつつ、無
電柱化推進計画（案）を作成し、電線管
理者からの意見聴取およびパブリックコ
メントを平成 30年２月に実施した。
電線管理者からの意見聴取では 116件、
パブリックコメントでは 58件の意見が
寄せられ、これらを踏まえ、関係省庁と
の協議を行った後、平成 30年４月に推
進計画を策定・公表したところである。

４.無電柱化推進計画の策定
について

無電柱化に関する計画については、昭
和 61年度から平成 10年度までの３期に
わたる電線類地中化計画にはじまり、平
成 11年度から平成 15年度の新電線類地
中化計画、平成 16年度から平成 20年度
までの無電柱化推進計画（旧計画）、平
成 21 年度からの無電柱化に係るガイド
ラインを経て、今回、平成 30 年度を初
年度とする３箇年の推進計画を策定した
（図－４）。
今までの計画と推進計画の相違点とし
ては、無電柱化法に基づく法定計画とし
て位置づけられた点であること。また、
無電柱化法に基づき関係省庁との協議や
電線管理者からの意見聴取を経て策定さ
れたことにある。

以下、推進計画の概要について、項目
ごとに紹介する。

５．無電柱化推進計画の概要

(１)無電柱化の推進に関する基本的
な方針

無電柱化を推進するための取り組み姿
勢として、諸外国に負けないわが国本来
の美しさを取り戻し、安全で災害にもし
なやかに対応できる「脱・電柱社会」を
目指すため、以下の姿勢で無電柱化を推
進する。
・増え続ける電柱を減少に転じさせる歴
史の転換期とする。
・事業と制度を両輪として無電柱化を推
進する。
・国、地方公共団体、電線管理者、国民
の密接な連携による推進を図る。
また、具体的な進め方は、以下のとお
りである。
①適切な役割分担による無電柱化の推
進
国、地方公共団体および電線管理者は、
適切な役割分担の下に無電柱化を推進す
る。
国および地方公共団体の道路管理者は、
無電柱化法に明記されたそれぞれの責務
に基づき、道路および沿道の利用状況等
を踏まえ道路の掘り返しの抑制が特に必
要な区間において、電線共同溝等の整備
を進める。
電線管理者は、これまでも電線共同溝
以外の手法も活用していることや、諸外
国においては自ら主体となって無電柱化
や技術開発を行っていること等も踏まえ、

国および地方公共団体と連携して迅速化、
コスト縮減等に資する技術開発を進めつ
つ、様々な手法を活用しながら、自らも
無電柱化を進める。
②国民の理解・関心の増進、地域住民
の意向の反映
国、地方公共団体および電線管理者は、
無電柱化の重要性に関する国民の理解と
関心を深めつつ、無電柱化を推進する。
③無電柱化の対象道路
国、地方公共団体および電線管理者は、
重点的に無電柱化を進める対象として、
「防災」「安全・円滑な交通確保」「景観
形成・観光振興」「オリンピック・パラ
リンピック関連」のような道路において、
優先的に無電柱化を実施する。ただし、
これらの道路以外の道路では無電柱化を
実施しないということではなく、地域
ニーズに応じて必要な無電柱化は着実に
実施する。
④無電柱化の手法
無電柱化は、以下の手法により実施す
る。
１）地中化方式
ａ)電線共同溝方式、ｂ)自治体管路
方式、ｃ)要請者負担方式、ｄ)単独
地中化方式
２）地中化方式以外の手法
ａ)軒下配線方式、ｂ)裏配線方式

(２)無電柱化推進計画の期間
2018 年度から 2020 年度までの３年
間としている。

図－３　無電柱化推進法の概要

※　公布・施行：平成28年12月16日（附則１項）
※　無電柱化の費用の負担の在り方等について規定（附則２項）
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(３)無電柱化の推進に関する目標
無電柱化の必要性の高い代表的な区間
について無電柱化率の目標を定め、その
進捗・達成状況の確認に活用するとして
いる。なお、以下の指標に該当しない区
間においても、地域ニーズに応じて必要
な無電柱化は着実に実施するとしている。
１）防災
・都市部（DID）内の第１次緊急輸送
道路　　　　　　　　　34％→42％
２）安全・円滑な交通確保
・バリアフリー化の必要な特定道路　
　　　　　　　　　　　15％→51％
３）景観形成・観光振興
・世界文化遺産周辺の地区を代表する
道路　　　　　　　　　37％→79％
・重要伝統的建造物群保存地区を代表
する道路　　　　　　　26％→74％
・景観法に基づく景観地区等を代表す
る道路　　　　　　　　56％→70％
４）オリンピック・パラリンピック関連
・センター・コア・エリア内の幹線
道路※　　　　　　　　　　　　 　92％→完了

なお、目標を達成するためには、約
1,400km の無電柱化が必要となる。
※おおむね首都高速中央環状線の内側の
エリア内の直轄国道および都市計画道
路として完成した補助国道・都道。

(４)無電柱化の推進に関し総合的か
つ計画的に講ずべき施策

無電柱化の着実な推進を図るため、基
本的な方針の下、以下の具体施策を総合
的かつ計画的に講ずるとしている。
①多様な整備手法の活用、コスト縮減
の促進
１）多様な整備手法の活用：軒下・裏
配線、既存ストック活用、PFI等
２）低コスト手法の普及拡大：浅層埋
設、小型ボックス、直接埋設等（図
－５）
３）機器のコンパクト化・低コスト化
等技術開発の促進：地上機器・特殊
部、昼間工事拡大、新技術等
４）技術情報の共有：マニュアル、ノ
ウハウの周知

②財政的措置
１）税制措置：固定資産税の減免
２）占用料の減額：占用料の減額措
置、地方公共団体への普及
３）予算措置：緊急輸送道路等への交
付金の重点配分、単独地中化への支
援、電線敷設工事資金貸付金制度の
活用
③占用制度の的確な運用
１）占用制限制度の適用：安全・円滑
な交通の確保の観点からの新設電柱
の占用制限の検討・措置と既設電柱
の占用制限の検討・措置
２）無電柱化法第12条による新設電柱
の抑制等：運用方針の策定、道路法
令の改正の検討
３）外部不経済を反映した占用料の見
直し：外部不経済を反映した占用料
の見直しの検討
④関係者間の連携の強化
無電柱化事業を実施するための推進体
制、工事・設備の連携、民地の活用、他
事業との連携について記載している。

(５)施策を総合的、計画的かつ迅速
に推進するために必要な事項

無電柱化を進めるため、国民に対する
広報・啓発活動を行うとともに、地方公
共団体の無電柱化推進計画の策定等にあ
たって技術的支援を必要としている。

６.おわりに

無電柱化の取り組みは、一朝一夕に為
し得るものではなく、継続的な取り組み
が必要であり、また、他の計画や事業と
も連携しつつ、総合的、計画的に推進す
ることが求められる。無電柱化の事業と、
効果的な制度の改正・運用が車の両輪と
なって、電柱がないことが当たり前の世
の中になり、無電柱化の分野においても
一日も早く国際社会の一員として肩を並
べることができるよう願うものである。

図－４　無電柱化の整備延長の推移

図－５　低コスト手法

※整備延長：工事着手延長


