
 目黒区無電柱化推進計画案について 

 

１ 経緯等 

国は、災害の防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成等が図られる無電

柱化を推進するため、平成２８年１２月に「無電柱化の推進に関する法律」（以下「無

電柱化法」という。）を施行し、区市町村においては、無電柱化推進計画の策定が努

力義務となるなど、一層の無電柱化の推進が求められている。 

東京都では、平成２９年９月に施行した「東京都無電柱化推進条例」において全国

に先駆けて電柱の新設を原則禁止することや、無電柱化の迅速な推進及び費用の縮減

を図るための方策に関する調査研究、技術開発等を推進することを定めている。また、

平成２９年４月には新たな無電柱化支援策として無電柱化チャレンジ支援事業制度

を創設し、区で無電柱化を進める際に課題となる狭い道路幅員や財源不足の解決のた

め、技術的支援や財政支援を行うこととした。 

本区の無電柱化事業の取組は、平成１７年１０月に「目黒区電線類地中化整備基本

方針」を改定し、優先整備路線５路線１，８９０ｍを定め、無電柱化を進めている。

平成２５年度に都立大学駅前を整備し、平成２７年度からは東邦大学病院前で整備を

進めている。この他、都市計画道路整備事業や市街地再開発事業にあわせて無電柱化

を行い、現在４，６３９ｍの区道が無電柱化されている。 

また、平成３０年度からは、東京都のチャレンジ支援事業を活用し、本区の課題で

ある平均幅員約４．８ｍの道幅の狭い区道の無電柱化やコスト縮減に向けた検討を行

うための基礎調査を実施した。 

国や都の計画・動向、本区の特性を踏まえ、区道の無電柱化を総合的、計画的に推

進することを目的に「目黒区無電柱化推進計画」（以下「推進計画」という。）を策定

することとし、令和２年３月に推進計画素案を取りまとめ、パブリックコメントを実

施し、区民等からの意見を募集した。 

  このたび、パブリックコメントの実施結果を踏まえ、推進計画案を取りまとめた。 

 

２ 推進計画素案に対するパブリックコメントの実施結果 

  別紙１のとおり 

 

３ 推進計画素案からの主な変更内容 

  別紙２のとおり 

 

４ 推進計画案 

  概要版：別紙３のとおり、計画本編：別紙４のとおり 

 
５ 今後の予定 

令和２年８月 ４日 推進計画の策定 

       ６日 都市計画審議会情報提供 

    以   上 

都 市 環 境 委 員 会 資 料 
令 和 ２ 年 ８ 月 ４ 日 
都市整備部みどり土木政策課 



1 目黒区無電柱化推進計画素案に対するパブリックコメントの実施結果について 別紙１

（１） 募集期間 令和２年４月９日(木)　から　６月９日(火)　まで

（２） 周知方法

ア 掲載場所

めぐろ区報（令和２年４月１５日号掲載）、 目黒区公式ホームページ（令和２年４月９日(木)から　６月９日(火)まで掲載）

イ 閲覧場所

目黒区総合庁舎本館 １階
※

区政情報コーナー　・ ６階みどり土木政策課 　、 各地区サービス事務所（東部地区除く）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部期間のみ閲覧・配布

（３） 意見提出者状況　　　　　　　　　

提出方法 メール 郵送

提出者 個人 団体 議会 合計

提出者数

（件　　数） （ 12 件） （ 6 件） （ 1 件） （ 19 件）

（４） 意見に対する対応区分の件数

対応区分 件数

1 ご意見の趣旨に沿い、計画案に反映します。 1

2 ご意見の趣旨は素案に取り上げており、その趣旨に沿って計画を推進します。 11

3 計画案には取り上げませんが、整備を行う中でご意見の趣旨に沿って努力します。 0

4 ご意見の趣旨は、今後の検討課題とします。 4

5 ご意見の趣旨に沿うことは困難です。 2

6 その他（整備方針そのものではなく関連する取組等へのご意見やご質問、文言や表現方法等へのご指摘　など） 1

　合計 19

内容

17件 2件

9 3 1 13

1



２　意見内容と検討結果

整理
番号

区分 種別 意見内容（要旨） 関係所管
対応
区分

検討結果

1 個人 メール

【無電柱化の必要性について】
　無電柱化実施に反対。中止を望む。声さえあげ
られない、生活に苦しんでいる区民がいると思
う。その中で無電柱化に、お金を使うより、経済
的に困っている区民の生活保護に、お金を使って
欲しい。

みどり土木政策課 5

2 個人 メール

【無電柱化の必要性について】
　無電柱化の費用対効果は小さいと判断する。予
算は、教育・医療・福祉に優先的に回すべき。
　また、無電柱化に税金使うよりも、緑地となる
土地を購入して目黒区の緑地を増やしたい。それ
でも予算が余るのなら、区民税を減税すべきであ
る。 みどり土木政策課 5

3 個人 メール

【優先整備路線の選定について】
　目黒通りの元競馬場交差点を曲がり、目黒4丁目
郵便局前から大塚山公園を通り自然園下に至る道
路があり、双方向でバス通りにもなっています
が、バスもギリギリすれ違っている状態である。
そのため、無電柱化の優先整備道路に指定して欲
しい。

みどり土木政策課 4

　区道約350ｋｍから路線の重要性、施工性、事業
の優先度を評価し、整備計画路線約37ｋｍを選定
し、整備効果、経済性から優先整備路線を5路線選
定しております。
　今回、整備路線に選定されなかった路線につい
ては、今後のまちづくりや無電柱化の技術・経済
性等の進展により検討してまいります。

4 個人 メール

【無電柱化の実施について】
　無電柱化大賛成である。車の通れる道路は、早
く無電柱化して欲しい。

みどり土木政策課 2

　素案に関する賛成意見として承ります。

　無電柱化は、「都市防災機能の向上」「安全で
快適な歩行環境の確保」「都市景観の向上及び良
好な住環境の形成」の目的から重要な事業であ
り、最近の台風被害等の状況からも必要性が高
まっています。一方で、無電柱化の一般的な方式
である電線共同溝方式は多額のコストを要するた
め、無電柱化を進める上で大きな課題となってい
ます。そこで、本計画では浅層埋設方式や小型
ボックス活用などの低コスト化に取り組むととも
に、国や都の補助制度を積極的に活用するなど、
限られた区の財源を最小限にとどめる財源確保に
努めて行くこととしています。
　また、区では「ともにつくるみどり豊かな人間
のまち」をまちづくりの方向と定め、様々な取り
組みを進めており、無電柱化については、「環境
に配慮した安全で快適なまち」の施策に位置付け
ております。そのため、低コスト化に取り組み、
無電柱化を推進してまいります。
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２　意見内容と検討結果

整理
番号

区分 種別 意見内容（要旨） 関係所管
対応
区分

検討結果

5 個人 郵送

【良好な住環境の形成について】
　無電柱化推進計画の中で「良好な住環境の形成
を図る」とある。ペットの尿糞について、現在は
電柱をトイレ替わりとしているのが見受けられる
が、電柱がなくなると家の門柱や、塀などに尿糞
えをされる恐れがある。こちらについてもどう対
処するか検討して欲しい。

生活衛生課 6

　区では、動物愛護イベント、犬の飼い方セミ
ナーや狂犬病予防注射のお知らせの通知発送など
を通して、パンフレットやマナー啓発プレートを
配布するなど、散歩の際の糞及び尿の始末につい
て周知啓発を行っています。

6 議会 郵送

【無電柱化の整備方式について】
　本編Ｐ.11「3.2無電柱化の整備方式（1）無電柱
化の手法」の3段落目について、

「本区における無電柱化の整備手法は、一般的な
電線共同溝方式を基本として推進していきま
す。」とあるが、「本区における無電柱化の整備
手法は、無電柱化の対象となる地域・道路等の特
性・実情を踏まえて、地域・道路毎に最適な手法
を選択することを基本とし推進していきます。」
などとすべきである。

みどり土木政策課 1

　電線共同溝方式は、現在一般的な整備手法と
なっており、電線管理者からの協力や沿道への影
響が少ないことから、基本的な整備手法としてお
ります。しかし、本区は道幅が狭いことから、電
線共同溝方式の一つであるソフト地中化方式な
ど、様々な整備手法を地域・道路等の特性を踏ま
えて、路線毎に最適な手法を検討していく必要が
あります。
 このことから、いただいたご意見を踏まえて、
「本区における無電柱化の整備手法は、一般的な
電線共同溝方式を基本とし、無電柱化の対象とな
る地域・道路等の特性・実情を踏まえて、最適な
手法を検討し、推進していきます。」と修正しま
す。

7 個人 メール

【優先整備路線の選定について】
　新しい幅員が広い区道は、施工性が高いが、安
全性の観点からは緊急性が低いと考える。「防災
および歩行の安全性」の観点から、消火活動上、
明らかに支障をきたすと考えられる昔からの区道
から計画的に取り組む。 大きなトランスを上部に
設置した電柱を目視調査し、その倒壊の危険性を
排除すべく、優先的に取り組む。

みどり土木政策課 2

　区道約350ｋｍから路線の重要性、施工性、事業
の優先度を評価し、整備計画路線約37ｋｍを選定
し、整備効果、経済性から優先整備路線を5路線選
定しております。ご意見の昔からの区道も優先整
備路線に選定しており、計画的に整備してまいり
ます。
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２　意見内容と検討結果

整理
番号

区分 種別 意見内容（要旨） 関係所管
対応
区分

検討結果

8 個人 メール

【整備コストについて】
　施工費は高額となるため、電柱の利用事業者
（東電・通信企業、等）に工事費の一部負担を求
めると共に、ガス、水道、歩道新設あるいは舗装
工事と同時に施工を行い、コスト削減を図る。

みどり土木政策課 2

　基本方針3の関係企業者間の協力・調整により整
備期間の短縮やコストの削減に努めてまいりま
す。
　また、電線事業者は、電線共同溝特別措置法に
基づき、建設負担金として工事費の一部を負担し
ています。

9 個人 メール
【無電柱化について】
賛成。 みどり土木政策課 2

　素案に関する賛成意見として承ります。

10 個人 メール

【無電柱化の推進に向けた政策等について】
地域住民との説明会等を通じた街づくりの一環と
して取り組むこと、工事が長期間でコスト高であ
ることから、複合工事の一環で効率化すること。
そのため、整備路線の選定は都市計画道路整備、
大規模公有地整備と同時並行する無電柱化を検討
してほしい。

みどり土木政策課 2

　ご意見の趣旨については、本編Ｐ.23に記載の通
り、「無電柱化整備実施を検討している地区」に
位置付けており、都市計画道路整備や市街地再開
発事業等に併せて無電柱化を検討していきます。

11 団体 メール

【無電柱化の推進に向けた政策等について】
推進計画にあります適材適所での無電柱化を実施
するとともに、新設電柱の抑制にも努める。
素案p.31に⑴市街地整備等に合わせた無電柱化、
⑵占用制度の検討とあるが、「電柱を増やさない
政策」の実現を望む。

土木管理課 2

　ご意見の趣旨については、本編Ｐ31に記載のと
おり、国や東京都の検討状況を注視しつつ、調査
検討を行います。

12 団体 メール

【優先整備路線の選定について】
　基本方針2において道路幅員の狭い道路の無電柱
化を進めるとあるが、路線の選定のところで、幅
員6ｍ未満の道路の抽出割合が50％と最も少なく
なっている。これは矛盾しているのではないか。

みどり土木政策課 2

　本推進計画では、歩道が設置されていない路線
を含め検討の対象としておりますが、整備計画路
線の選定に当たっては、事業の難易度（施工性）
を評価したものです。
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２　意見内容と検討結果

整理
番号

区分 種別 意見内容（要旨） 関係所管
対応
区分

検討結果

13 団体 メール

【低コスト、短工期、新技術の導入について】
　基本方針3にコスト削減・工期短縮を図るとあ
る。この中で、関係企業者間の協力・調整により
整備期間の短縮を図りますとあるが、これまで、
S61年から無電柱化を国を挙げて進めてきて、一番
の課題は電線管理者の非協力的な態度であったこ
とは誰もが認めるところである。電線管理者と協
力して進めていくのは当然ですが、無電柱化に精
通した独立的な第3者機関を議論に入れて、より、
低コスト、短工期、新技術などの導入を図るな
ど、民間の活用は不可欠と思う。

みどり土木政策課 2

　ご意見の趣旨の通り、現在、区では、電線管理
者や民間事業者と低コスト化や短工期、新技術導
入に向けて取り組んでいるところであり、基本方
針3及び4にも位置付けております。

14 団体 メール

【単独地中化について】
　目黒区の無電柱化の現状を見て、単独地中化は
１ｍｍも進んでいない。無電柱化の推進に関する
法律の制定により、緊急輸送路の占用制限など可
能かと思う。また、本来無電柱化は電線管理者が
実施すべきものであると思う。（世界的に見ても
電線管理者が自費で実施している）単独地中化を
電線管理者に実施してもらう計画を入れた方がい
いと思う。

みどり土木政策課 2

　これまで約4.6ｋｍの区道が無電柱化されてお
り、その内2.9ｋｍが単独地中化方式によるもので
す。電線管理者に対する無電柱化の要請等につい
ては、市街地再開発事業等の市街地整備に合わせ
た無電柱化を行う際に、無電柱化に関する法律12
条に基づき、道路上の電柱又は電線の新たな新設
の抑制、既存の電柱又は電線の撤去を要請するな
ど、積極的な働きかけに取り組んでまいります。
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２　意見内容と検討結果

整理
番号

区分 種別 意見内容（要旨） 関係所管
対応
区分

検討結果

15 団体 メール

【宅地開発の無電柱化について】
　戸建ての開発などで新規に電柱が増えるケース
も目立つ。国交省の発出文書（国都計第133号R2年
3月19日）にもそうした内容があるが、そうした状
況が起きないような、宅地開発時には無電柱化を
するよう開発事業者に要請する項目を入れるべき
だと思う。さらに、無電柱化に取り組む開発事業
者には補助金などを創設してインセンティブを与
えることも必要と思う。

みどり土木政策課
都市整備課

4

16 個人 メール

【宅地開発の無電柱化について】
戸建ての開発などで新規に電柱が増えるケースが
目立つ。そうした状況が起きないような宅地開発
時に無電柱化するよう開発事業者に要請する項目
を入れるべきだと思う。

みどり土木政策課
都市整備課

4

17 団体 メール

【宅地開発の無電柱化について】
　日本で無電柱化の推進に成功している市町村は
数少なく、実際に工事を行っても新規の開発時に
無電柱化を維持できていないのが現状だと思う。
無電柱化の成功にはつくば市等のように無電柱化
に関わる条例を施行すべきだと考える。目黒区は
これから無電柱化に関する条例の施行を考えてい
るか。また施行する予定がないのであれば、なぜ
条例を定めないか。

みどり土木政策課
都市整備課

4

　本区では、これまで電線管理者による単独地中
化や都市計画道路整備、市街地再開発等により約
4.6㎞の無電柱化を行っております。
　また、地域の方が主体的にまちづくりの課題に
取り組む「目黒区地域街づくり条例」を制定して
おり、この条例を活用し無電柱化の取組を支援す
ることとしています。無電柱化の維持について
は、課題として顕在化しておりませんが、先進自
治体等を注視しつつ、条例制定の必要性について
検討してまいります。

　市街地整備等に合わせた無電柱化については、
関係事業者に無電柱化の働きかけを行っていくこ
ととしています。また、東京都の都市開発諸制度
においては、開発区域内の道路の無電柱化を義務
付けることや、開発区域外の道路の無電柱化を公
共的な貢献として評価し容積率の割増を行うこと
により、無電柱化を促進しています。この度、国
土交通省から、無電柱化の促進に関する法律を踏
まえた開発許可制度の運用について通知が発出さ
れており、開発行為により新たに設置される道路
において、新たな占用を抑制することにより、無
電柱化が求められております。占用制度について
は、国や東京都の検討状況を注視し、検討してま
いります。
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２　意見内容と検討結果

整理
番号

区分 種別 意見内容（要旨） 関係所管
対応
区分

検討結果

18 個人 メール

【優先整備路線の選定について】
基本方針2において道路幅員の狭い道路の無電柱化
を進めるとあるが狭隘道路の多い目黒区にあって
は、大事な施策かと思う。しかし、路線の選定の
ところで、幅員５ｍ未満の道路の抽出割合が50％
と最も少なく矛盾している。

みどり土木政策課 2

　本推進計画では、歩道が設置されていない路線
を含め検討の対象としておりますが、整備計画路
線の選定に当たっては、事業の難易度（施工性）
を評価したものです。

19 個人 メール

【低コスト、短工期、新技術の導入について】
基本方針3にコスト削減・工期短縮を図るとあり、
重要な施策である。無電柱化は国策なので、電線
管理者や民間事業者と三位一体で、低コスト、短
工期、新技術導入を図ることが不可欠と思う。

みどり土木政策課 2

　ご意見の趣旨の通り、現在、区では、電線管理
者や民間事業者と低コスト化や短工期、新技術導
入に向けて取り組んでいるところであり、基本方
針3及び4にも位置付けております。
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1 

 

無電柱化推進計画素案からの主な変更内容について 

 

 

変更 

番号 

変更箇所（下線部が変更前後） 

（「→」については変更内容） 
ページ 変更前 ページ 変更後 

１ 第１章  

推進計画の目的と位置づけ等 

１．３ 計画の期間 

 

→文書・図の修正 

４ 本計画の期間は、令和２年度から 11 年度までの

10 年間とします。令和２年度策定予定の目黒区

基本構想及び目黒区基本計画との整合を図りま

す。さらに、目黒区都市計画マスタープラン、

目黒区関連計画及び国・東京都の無電柱化推進

計画等の改定に際しても、整合を図ります。 

また、この間の社会情勢の変化を踏まえ、必要

に応じて見直しを行います。 

 

４ 本計画の期間は、令和２年度から 11 年度までの

10 年間とします。 

 

 

別紙２ 



2 

 

 

 

変更 

番号 

変更箇所（下線部が変更前後） 

（「→」については変更内容） 
ページ 変更前 ページ 変更後 

２ 第３章  

無電柱化の課題と整備方式 

３．２ 無電柱化の整備方式 

（１）無電柱化の手法 

 

→文章の修正 

１１ 本区における無電柱化の整備手法は、一般的な

電線共同溝方式を基本として推進していきま

す。 

 

１１ 本区における無電柱化の整備手法は、一般的な電

線共同溝方式を基本とし、無電柱化の対象となる

地域・道路等の特性・実情を踏まえて、最適な手

法を検討し、推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

 

 

変更 

番号 

変更箇所（下線部が変更前後） 

（「→」については変更内容） 
ページ 変更前 ページ 変更後 

３ 第３章  

無電柱化の課題と整備方式 

３．２ 無電柱化の整備方式 

（３）ソフト地中化方式 

 

→写真の差替え 

１２ 

 

１２ 

 

 

 

 

 



  目黒区無電柱化推進計画（案） 概要版 

■背景と目的（本編 P1～３） 
道路上に設置された電柱は、防災・安全・景観の観点から無電柱化

の必要性が高まっています。令和元年の台風 15 号及び 19 号等、近年
電柱が倒壊し大規模停電が発生する地震や台風が多発しています。ま
た、電柱が林立し電線が輻輳した状況は、良好な景観形成を阻害する
だけでなく、歩行者や車いす、ベビーカーの通行の妨げになっていま
す。 

本区では、災害の防止、安全で快適な交通の確保、良好な景観形成
を図るため、基本的な方針、優先的に無電柱化を行う路線及び施策等
を定め、「目黒区無電柱化推進計画」を策定し、総合的、計画的に無電
柱化を推進します。 

■無電柱化推進の課題（本編 P９～１０） 
課題１ 道幅の狭い道路 
 本区における区道の平均幅員は約 4.8m であり、23 区の中でも平均
幅員が非常に狭く、大半が歩道のない道路となっていることから、地
上機器の設置場所や電線類の地下埋設位置の確保が困難であり課題と
なっています。 
 
課題２ 多額の整備コスト 
 電線共同溝の整備費は、施設延長（電線共同溝施設の延長）で道路
管理者負担が約 3.5 億円/km、電線管理者負担が約 1.8 億円/km と多
額の整備コストがかかります。本区の様に既設の道幅の狭い道路で電
線共同溝を整備する際には、より多額の整備コストがかかる場合が多
く、事業の進捗に大きな影響を与えています。 
 
課題３ 長期にわたる整備期間 

無電柱化の一般的な方式である電線共同溝方式は、設計・手続きか
ら、電線・電柱の撤去工事を経て、舗装復旧工事の完了までに、道路
延長約 400m を行った場合、約７年の期間が必要となります。 

 
課題４ 地域住民との合意形成 
 電線共同溝の整備には長期にわたる工事期間を要することから、工
事等に伴う交通の規制や工事の騒音等、地域住民の理解と協力を得る
ことが重要です。また、地上機器の設置場所については、沿道住民と
の合意形成が必要となります。 

１．推進計画の目的と位置づけ等 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■計画の位置づけ（本編 P３） 
無電柱化法第８条において、策定が努力義務とされている「市町村無

電柱化推進計画」として定めます。また、「目黒区基本構想」、「目黒区
基本計画」や「目黒区都市計画マスタープラン」等を上位計画とし、「目
黒区地域防災計画」、「目黒区交通バリアフリー推進基本構想」、「目黒区
景観計画」等を関連計画と位置づけます。 
 

 
図 計画の位置づけ 

■計画の期間（本編 P４） 
 令和２年度から 11 年度までの 10 年間 

２．目黒区におけるこれまでの取組と現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３．無電柱化の課題と整備方式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■無電柱化の整備方式（本編 P１１～１２） 
〇電線共同溝方式 

電線共同溝方式は、現在
の一般的な整備手法であ
り、道路の地下空間を活用
して電線類をまとめて収
容する無電柱化の手法で、
沿道の各戸へは地下から
電力線や通信線等を引き
込む仕組みとなっていま
す。本区では、電線共同溝
方式を基本として推進して 
いきます。 

 
〇ソフト地中化方式 

ソフト地中化とは電線共同溝の
一つで、従来からの一律の地中化整
備にこだわることなく、地域の状況
に合わせ柔軟に地中化整備を行う
方式で、歩道が狭い等､地上機器（変
圧器）を設置できない場合に､変圧
器等を街路灯等の柱上に設置する
手法です。 

■目黒区のこれまでの取組（本編 P６） 
平成 11 年 3 月に目黒区電線類地中化整備基本方針を策定し、平成

17 年 10 月には、この基本方針を改定し、区道 26.7km を整備対象路
線と位置づけ、この路線の中から、優先的に地中化を行う路線として都
立大学駅前、洗足駅前、柿の木坂通り南、東邦大学病院前、東京共済病
院周辺の５路線 1.89km を選定し、無電柱化を進めています。平成 25
年度は都立大学駅前が完成し、27 年度からは東邦大学病院前で事業に
着手しました。   

平成 30 年度末までに、都市計画道路の整備や市街地再開発事業で行
う無電柱化も含めて、合計 4.64kｍの整備が完了しています。 
 
■目黒区の無電柱化の現状（本編 P７） 

本区の無電柱化の目標は、平成 21 年 10 月に策定した目黒区基本計
画の重点プロジェクトの中で、令和元年度末で整備対象路線 26.7km に
対し、進捗率を 24％と設定しています。 

進捗率は平成 30 年度末で 17.4%であり、平成 20 年度末の 14.4%
から 3.0 ポイント上昇しているものの、目標の達成には至っていませ
ん。 

目標の達成には、区で行う電線共同溝整備の着実な推進と、地域住民
や事業者がまちづくりの中で行う無電柱化との連携が重要となります。 
 

整備前 整備後 

番号 路線名 年度 道路延長（ｍ） 進捗率 
1 Ｈ19 年度以前の路線 S61～H19 3,171 11.9% 
2 補助 19 号線（新茶屋坂通り） H20 434 13.5% 
3 上目黒一丁目地区再開発 H21 230 14.4% 
4 大橋地区再開発 H24 140 14.9% 
5 補助 30 号線 H25 380 16.3% 
6 都立大学駅前 H25 284 17.4% 

4,639 17.4% 合計 

図 無電柱化の進捗率 

2.9km

0.7km 1.0km 1.1km 1.5km 1.7km

13.5% 14.4% 14.9% 16.3%17.4%

目標率24.0%
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単独地中化 電線共同溝方式 進捗率 目標率

17.4%

1.7km

2.9km

表 無電柱化の整備状況 

（年度） 

図 電線共同溝方式の概要 

図 ソフト地中化方式のイメージ 

別紙３ 

柱状機器 



  目黒区無電柱化推進計画（案） 概要版 
４．無電柱化の推進に関する目的及び基本的な方針（本編 P１３～１４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

５．路線の選定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
６．無電柱化整備実施を検討している地区(本編 P２３～２４) 

 
 
 
 
 

 
７．整備目標（本編 P２５） 

 
 
 
 
 

８．無電柱化の推進に向けた施策等（本編 P２７～３２） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

９．計画推進に向けた取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

無
電
柱
化
の
「
４
つ
の
基
本
方
針
」 

■無電柱化を優先的に進める路線を選定し効率的・効果的に無電柱化を進める 
・より高い整備効果を図るため、無電柱化を検討する路線として整備計画路線を選

定し、その中から今後１０年間に着手、整備する路線として優先整備路線を選定
します。 

・無電柱化を優先的に進める路線を明確にし、重点的な整備を行っていきます。 

基本方針１ 

■効率的な整備方式の活用について検討し、道幅の狭い道路の無電柱化を進める 
整備手法は一般的な電線共同溝方式を基本としますが、民地、公共用地を活用し
た地上機器の設置やソフト地中化方式などの効率的な整備方式の活用について
検討し、道幅の狭い道路で無電柱化を進めます。 

基本方針２ 

■新たな整備手法を活用し、整備コストの縮減、工期の短縮を図る 
・浅層埋設方式や小型ボックス活用埋設方式などの低コスト手法を活用し、コス

ト縮減、工期短縮を図っていきます。 
・関係企業者間の協力・調整により、整備期間の短縮を図ります。 

基本方針３ 

■まちづくりにあわせて地域住民等との協働により無電柱化に取り組む 
・まちづくり等で行う無電柱化については、地域住民や事業者との協働により無電

柱化に取り組みます。 
・地域住民自らが無電柱化を検討する際、その取組に対し支援を行っていきます。 

基本方針４ 

無
電
柱
化
の
「
３
つ
の
目
的
」 

【防災】都市防災機能の向上 

【安全】安全で快適な歩行空間の確保 

【景観】都市景観の向上及び良好な住環境の形成 

■路線選定の流れ（本編 P１５） 
 区道の無電柱化を総合的、計画的に推進するため、３つの目的
である「防災」、「安全」、「景観」の視点から「整備計画路線」、「優
先整備路線」などを選定し、無電柱化を推進します。 
  
■優先整備路線の選定（本編 P１９～２２） 
 計画期間内に事業着手又は整備する路線として、優先整備路線
５路線、延長約 2.4kｍを選定しました。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 路線選定の流れ 

■その他の施策等 
(1) 市街地整備等に合わせた無電柱化 
(2) 占用制度の検討 
(3) 地上機器の有効活用 
(4) 広報・啓発活動 

地上機器の美装化 

■無電柱化の推進体制（本編 P３３） 
 計画的に事業を推進するため、区で事業に着手する優先
整備路線については、道路管理者、電線管理者、地方公共
団体などからなる関東地区無電柱化協議会や東京都無電柱
化地方協議会を活用し、無電柱化の推進に係る調整を行い
ます。 

 
 
■計画の推進主体の役割（本編 P３４） 
 地域住民と行政、関係事
業者が協力し、円滑な事業
推進が図られるように、行
政が主体となって働きか
けを行います。本区におい
ては三者が役割分担しつ
つ協働で計画を推進して
いくこととします。 
 
 
■計画の進行管理（本編 P３５） 
 計画の進行管理は、PDCA サイクルに基づいて行うことを
基本とします。 

関東地区無電柱化協議会 

○関東地方推進計画等の策定 

（実施箇所の選定、集計等） 

○関東地方の道路管理者、警察、総務省、経済産業省の

地方局、電線管理者等 

東京都無電柱化地方協議会 
○東京都での具体箇所の調整、集計 

○東京都内の道路管理者、警察、電線管理者等 

路線毎の企業者調整会議 
○具体の箇所の事業の実施の調整 

○具体の箇所の道路管理者、電線管理者等 

図 計画の推進主体の役割 

都市計画道路整備や市街地再開発事業等に併せて無電柱化を行
う場合、まちづくりの中で無電柱化の検討を行っていきます。 

「無電柱化整備実施を検討している地区」は、令和元年度末時
点において、２地区約 0.4km となります。 

計画期間中(令和 11 年度まで)に優先整備路線及び無電柱化整備
実施を検討している路線の内、約 2.8km の事業着手、整備を目
指します。 

■「課題 2・3 多額の整備コストと長期にわたる整備期間に対する取組」 
（１）低コスト手法・工期短縮 （２）財源確保に向けた補助制度の活用 

施策 2 

■「課題 4 地域住民との合意形成に対する取組」 
（１）地域住民との合意形成 （２）目黒区地域街づくり条例の活用 

施策 3 

■「課題 1 道幅の狭い道路」に対する取組 
（１）民地・公共用地を活用した地上機器設置の検討 （２）ソフト地中化方式の活用 

施策１ 
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１．１ 推進計画策定の背景と目的 

（１）無電柱化の必要性 
道路上に設置された電柱は、災害時において、倒壊による道路閉塞や電線切断を引き

起こし、避難や救急活動、物資輸送の支障になるとともに、電力・通信サービスの安定

供給も妨げられます。平成 30 年は西日本豪雨、台風 21 号及び北海道胆振東部地震、

令和元年は台風 15 号及び 19 号等、近年電柱が倒壊し大規模停電が発生する地震や台

風が多発していることから、無電柱化による防災機能の強化が必要とされています。 

また、電柱が林立し電線が重なった状況は、良好な景観形成を阻害するだけでなく、

歩行者や車いす利用者の通行の妨げになるため、安全で快適な歩行空間を確保するため、

無電柱化の必要性が高まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 7 年阪神淡路大震災         平成 30 年台風 21 号 

災害時における電柱の倒壊状況 
【出典︓国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

無電柱化による車いすの移動環境の改善 
【出典︓国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

  

■第１章 推進計画の目的と位置づけ等 

整備前 整備後 
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（２）推進計画策定の背景 
国では、災害の防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成等が図られる無電

柱化を推進するため、平成 28 年 12 月に「無電柱化の推進に関する法律」（以下「無電

柱化法」という。）を施行し、区市町村においては、無電柱化推進計画の策定が努力義

務となるなど、一層の無電柱化の推進が求められています。 

平成 30 年４月には、無電柱化法に基づき、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、「無電柱化推進計画」が策定されました。 

我が国における無電柱化は、昭和 61 年度から３期にわたる「電線類地中化計画」、

平成 11～15 年度の「新電線類地中化計画」、平成 16～20 年度の「無電柱化推進計画」

に基づいて整備が推進されてきました。 

現在は、平成 30 年 4 月に策定された「無電柱化推進計画」に基づいて、無電柱化が

進められています。 

 

図 1-1 無電柱化に関する整備計画の経緯 【出典︓国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

 

東京都では、平成 29 年９月に東京都無電柱化推進条例が施行され、平成 30 年３月

には、東京都無電柱化計画を策定し、都道における無電柱化の整備方針を示しました。

平成 31 年３月には東京都無電柱化推進計画を改定し、令和２年度までに無電柱化を進

める道路や、区市町村が行う無電柱化を促進していくための取組などが示されています。 

本区では、平成 17 年 10 月に改定した「目黒区電線類地中化整備基本方針」（以下「基

本方針」という。）に基づき、都市防災機能の向上、安全で快適な歩行空間の確保、都

市景観の向上及び良好な住環境の形成を図るため、優先的に地中化を行う整備路線を定

め、無電柱化を進めてきました。 

このような背景を踏まえ、本区の無電柱化をより一層、計画的に推進するため、「目

黒区無電柱化推進計画」（以下「推進計画」という。）を策定します。 
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（３）計画の目的 
推進計画は、無電柱化の推進に関する基本的な方針を設定し、優先的に無電柱化を行

う路線を定め、無電柱化の推進に向けた施策等により、区道の無電柱化を総合的、計画

的に推進することを目的とします。 
 

１．２ 計画の位置づけ 

本計画は、無電柱化法第８条第２項において、策定が努力義務とされている「市町村

無電柱化推進計画」として、本区における無電柱化の推進に関する基本的な方針、計画

期間、目標、施策等、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項などを定めます。 

また、「目黒区基本構想」、「目黒区基本計画」や「目黒区都市計画マスタープラン」

等を上位計画とし、「目黒区地域防災計画」、「目黒区交通バリアフリー推進基本構想」、

「目黒区景観計画」などを関連計画として位置づけ、整合を図ります。 

なお、「基本方針」は、「推進計画」に統合します。 

 

 

図 1-2 計画の位置づけ 
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１．３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和２年度から 11 年度までの 10 年間とします。 
 

表 1-1 計画期間 
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２．１ 国の無電柱化の整備状況 
海外における無電柱化の整備状況は、ロンドン・パリなどのヨーロッパの主要都市や

香港・シンガポールなどのアジアの主要都市では無電柱化が概ね完成しています。 

我が国においては、無電柱化率は東京 23 区で８％、大阪市で６％と立ち遅れている

状況となっています。また、政令指定都市等においても無電柱化は進んでおらず、無電

柱化率が 5％を超えているのは、東京 23 区、大阪市及び名古屋市のみとなっています。 
 

 
※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 2017 年度末の状況（道路延長ベース） 

図２-1 欧米やアジアの主要都市と日本の無電柱化の現状 
 

一方、電柱本数は、約 3,578 万本（平成 28 年時点）となっており、平成 20 年から

の 8 年間で 53 万本（年間約 7 万本）が新設されています。 
 

 

図 2-2 電柱本数の推移 【出典︓国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

■第２章 これまでの取組と現状 
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２．2 目黒区のこれまでの取組 
本区におけるこれまでの取組は、昭和 61 年度から電線管理者による単独地中化方式

により目黒川沿川道路や自由が丘南口商店街等で無電柱化を行い、平成 9 年度からは都

市計画道路補助 18 号線整備において電線共同溝方式を採用し、無電柱化を行いました。 

その後、無電柱化の基本的な考え方を定めて計画的に整備を進めていくため、平成

11 年 3 月に目黒区電線類地中化整備基本方針を策定しました。平成 17 年 10 月には、

この基本方針を改定し、区道 26.7km を整備対象路線と位置づけ、この路線の中から、

優先的に地中化を行う路線として都立大学駅前、洗足駅前、柿の木坂通り南、東邦大学

病院前、東京共済病院周辺の５路線 1.89km を選定し、無電柱化を進めています。平

成 25 年度は都立大学駅前が完成し、27 年度からは東邦大学病院前で事業に着手しま

した。 

平成 30 年度末までに、都市計画道路の整備や市街地再開発事業で行う無電柱化も含

めて、合計 4.64kｍの整備が完了しています。 
 

表 2-1 無電柱化の整備状況 

番号 路線名 年度 道路延長（ｍ） 進捗率 

1 Ｈ19 年度以前の路線 S61～H19 3,171 11.9% 

2 補助 19 号線（新茶屋坂通り） H20 434 13.5% 

3 上目黒一丁目地区再開発 H21 230 14.4% 

4 大橋地区再開発 H24 140 14.9% 

5 補助 30 号線 H25 380 16.3% 

6 都立大学駅前 H25 284 17.4% 

合計 4,639 17.4％ 

               

   
都立大学駅前 

整備前 整備後 
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２．3 目黒区の無電柱化の現状 

本区の無電柱化の目標は、平成 21 年 10 月に策定した目黒区基本計画の重点プロジ

ェクトの中で、令和元年度末で整備対象路線 26.7km に対し、進捗率を 24％と設定し

ています。 

進捗率は平成 30 年度末で 17.4%※であり、平成 20 年度末の 14.4%から 3.0 ポイ

ント上昇しているものの、目標の達成には至っていません。 

目標の達成には、区で行う電線共同溝整備の着実な推進と、地域住民や事業者がまち

づくり事業等の中で行う無電柱化との連携が重要となります。 

 

 

図 2-３ 無電柱化の進捗率 

 

※無電柱化の進捗率 4,639ｍ/26,700ｍ＝17.4％（平成 30 年度末時点） 
（白 紙） 

2.9km

0.7km 1.0km 1.1km 1.5km 1.7km

13.5% 14.4% 14.9%
16.3% 17.4%

目標率24.0%
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３．１ 無電柱化推進の課題 
課題１ 道幅の狭い道路 

電線共同溝の整備には変圧機等を収める地上機器の設置が必要となりますが、歩道幅

員が 2.5m 未満や歩道がない道路では、設置スペースの確保が困難となっています。 

特に都内の区市町村道の９割以上が歩道幅員 2.5m 未満であり、区市町村における無

電柱化の整備推進の課題となっています。地中には既に上下水道管やガス管等、多数の

占用埋設物があり、新たに電力線や通信線等の電線類を地中に埋設するには、一定程度

の道路幅員が必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 無電柱化の整備状況 【出典︓国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 
 

電線共同溝の整備に当たっては地上機器（幅 110cm×高さ 145cm×奥行き 45cm）

を設置する場所が歩道上となることから、原則として 2.5ｍ以上の歩道幅員が必要とさ

れています。 

本区における区道の平均幅員は約 4.8m であり、23 区の中でも平均幅員が非常に狭

く、大半が歩道のない道路となっていることから、地上機器の設置場所や電線類の地下

埋設位置の確保が困難であり課題となっています。 

本区の道路状況を考慮すると、道路外に地上機器を設置することや、ソフト地中化方

式など地上機器の設置が少なくて済む整備手法などを検討することが必要です。 

   
歩道上の地上機器（西小山駅前 補助３０号線） 

■第３章 無電柱化の課題と整備方式 

４５cm 

（全体） 
（道路延長︓23,856km） 

（国道・都道） 
約１割 

（道路延長︓2,450ｋｍ） 無電柱化率:27% 

2.5m 以上:6% 
(道路延長:1,374km) 

（市区町村道） 
約 9 割 

（道路延長:21,406ｋｍ） 
2.5m 未満:94% 

（道路延長:20,032ｋｍ） 無電柱化率:2% 

歩道幅員 2.5m 以上 

１
４

５
c
m 
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課題２ 多額の整備コスト 

電線共同溝の整備費は、施設延長（電線共同溝施設の延長）で道路管理者負担が約

3.5 億円/km、電線管理者負担が約 1.8 億円/km と多額の整備コストがかかります。ま

た、道路拡幅を伴わない既設道路で整備する際は、地中に多数埋設されているインフラ

設備の移設や、沿道の交通利用のため夜間の工事を行うなどの整備コストがさらにかか

ります。 

本区の様に既設の道幅の狭い道路で電線共同溝を整備する際には、より多額の整備コ

ストがかかる場合が多く、事業の進捗に大きな影響を与えています。 

より一層の無電柱化の推進のためには、低コスト化や財源の確保が求められており、

低コスト手法の導入や技術開発による整備コストの低減を図るとともに、国や都の補助

制度の活用による財源確保が必要となります。 
 

 
図 3-2 無電柱化の整備費 【出典︓東京都無電柱化計画】 

 

課題３ 長期にわたる整備期間 
無電柱化の一般的な方式である電線共同溝方式は、設計・手続きから、電線・電柱の

撤去工事を経て、舗装復旧工事の完了までに、道路延長約 400m を行う場合、約７年

の期間が必要となります。また、既存の路線における無電柱化は設計段階から他の埋設

物等について多数の占用企業者や電線管理者との調整に時間が必要となり、期間が延び

ることが考えられます。交通量が多い路線においては、交通規制により工事時間の制約

が発生し長期化の原因となっています。 

このため、関係企業者間の協力・調整などにより、整備期間の縮減を図る必要があり

ます。 

 

課題４ 地域住民との合意形成 
電線共同溝の整備には長期にわたる工事期間を要することから、工事等に伴う交通の

規制や工事の騒音など地域住民の理解と協力を得ることが重要です。また、地上機器の

設置場所については、沿道の民地活用も想定されることから、沿道住民との合意形成が

必要となります。歩道状況によっては、整備に当たって街路樹の撤去や間引きが必要と

なる場合もあります。 
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３．２ 無電柱化の整備方式 

（１）無電柱化の手法 
無電柱化の整備方式は、電線類を地中に埋設することにより、道路から電柱及び電線

類をなくす「電線類地中化」と、電線類を道路から見えない部分に移設することで、電

柱を撤去する「電線類地中化以外」の二つに大別されます。 

電線類地中化の一般的な整備方式は、電線類を専用の管路に収容してまとめて地中に

埋設する「電線共同溝方式」であり、電線共同溝の占用予定者（電気、通信等の電線管

理者）が一定の建設負担金を支払うほか、残りを道路管理者の負担及び国と都の補助金

で賄っています。 

この他、道路掘削を行う必要が無く、電線類地中化に比べて安価で工事期間も短くて

済む「軒下配線」「裏配線」といった電線類地中化以外の整備方式も用いられています。 

   本区における無電柱化の整備手法は、一般的な電線共同溝方式を基本とし、無電柱化   

の対象となる地域・道路等の特性・実情を踏まえて、最適な手法を検討し、推進してい

きます。 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3 無電柱化方式の分類 
 

（２）電線共同溝方式 
電線共同溝方式は、現在の一般的な整備手

法であり、道路の地下空間を活用して電線類

をまとめて収容する無電柱化の手法で、沿道

の各戸へは地下から電力線や通信線等を引き

込む仕組みとなっています。 

 

                         図 3-4 電線共同溝方式の概要 

                          【出典︓国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 
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（３）ソフト地中化方式 

ソフト地中化とは電線共同溝の一つで、従来からの一律の地中化整備にこだわること

なく、地域の状況に合わせ柔軟に地中化整備を行う方式で、歩道が狭いなど､地上機器

（変圧器）を設置できない場合に､変圧器等を街路灯等の柱上に設置する手法です。 

変圧器を街路灯等の柱上に設置することから、通常よりも短い間隔で街路灯を設置す

る必要があります。また、変圧器については柱上に設置することができますが、多回路

開閉器（地上機器の一種）は街路灯上に設置できないことから、地上機器の設置場所の

検討は必要となります。 

本区での採用実績はありませんが、品川区の戸越銀座商店街や江戸川区の平井地区な

どで、この手法が採用されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 ソフト地中化方式のイメージ 【出典︓国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

  
ソフト地中化の全景（戸越銀座商店街）     ソフト地中化の近景（北品川商店街） 

 

管路取付桝 

柱体接続桝 

高圧分岐桝 

支持柱 

(柱状型機器) 電力高圧管 

電力低圧引込管 

電力低圧管 

電力高圧管 

共用引込管(通信) 

特殊部Ⅱ型 

電力低圧引込管 

共用ＦＡ引込管 

電力高圧管 

共用ＦＡ管 

ボディ管 

柱状機器 
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４．１ 無電柱化の「３つの目的」 
無電柱化法においては、「災害の防止」、「安全かつ円滑な交通の確保」、「良好な景観

の形成」等を図るため、無電柱化を推進することとしています。 

本区では、これまで基本方針に基づき、区道における無電柱化を推進することにより、

都市防災機能の向上(防災)、安全で快適な歩行空間の確保(安全)、都市景観の向上及び

良好な住環境の形成(景観)を図ることを目的に取り組んできました。 

また、これらの防災、安全、景観の「３つの目的」については現在も区民ニーズを反

映したものとなっています。 

これらを踏まえ、本計画においては、これまでの基本方針の考え方を継承し、以下の

３つを目的として無電柱化を推進していきます。 
 

■ 都市防災機能の向上                  【防災】 

  

■ 安全で快適な歩行空間の確保              【安全】 

  

■ 都市景観の向上及び良好な住環境の形成         【景観】 

■第４章 無電柱化の推進に関する目的及び基本的な方針 

災害時に電柱が倒壊して道路が通行できなくなり、避
難や緊急活動の支障となることを防ぐとともに、電線類
の被災を軽減し、電気や電話などのライフラインの安定
供給を確保するなど、都市の防災機能の強化を図りま
す。       【新茶屋坂通り（補助１９号線）】 

歩道内の電柱をなくすことにより、高齢者や障害
者、ベビーカー利用者など、全ての利用者が移動し
やすい歩行空間を確保します。 

 
【大橋ジャンクション付近】 

視線をさえぎる電柱や電線をなくし、都市景観を
向上させると共に良好な住環境の形成を図ります。 

 
 

【目黒川南部橋付近】 
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４．２ 無電柱化の「４つの基本方針」 
目黒区基本計画の基本目標である環境に配慮した安全で快適なまちの実現に向けて、

「都市防災機能の向上」、「安全で快適な歩行空間の確保」、「都市景観の向上及び良好な

住環境の形成」の３つを目的として、以下の「４つの基本方針」に沿って無電柱化を推

進していきます。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

■無電柱化を優先的に進める路線を選定し効率的・効果的に無電柱化を進める 

・より高い整備効果を図るため、無電柱化を検討する路線として整備計画路線を選定し、

その中から今後１０年間に着手、整備する路線として優先整備路線を選定します。 

・無電柱化を優先的に進める路線を明確にし、重点的な整備を行っていきます。 

■効率的な整備方式の活用について検討し、道幅の狭い道路の無電柱化を進める 

整備手法は一般的な電線共同溝方式を基本としますが、民地、公共用地を活用した地上

機器の設置やソフト地中化方式などの効率的な整備方式の活用について検討し、道幅の

狭い道路で無電柱化を進めます。 

■新たな整備手法を活用し、整備コストの縮減、工期の短縮を図る 

・浅層埋設方式や小型ボックス活用埋設方式などの低コスト手法を活用し、コスト縮減、

工期短縮を図っていきます。 

・関係企業者間の協力・調整により、整備期間の短縮を図ります。 

■まちづくりにあわせて地域住民等との協働により無電柱化に取り組む 

・まちづくり等で行う無電柱化については、地域住民や事業者との協働により無電柱化に

取り組みます。 

・地域住民自らが無電柱化を検討する際、その取組に対し支援を行っていきます。 

基本方針３ 

基本方針１ 

基本方針２ 

基本方針４ 
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５.１ 路線選定の流れ 
区道の無電柱化を総合的、計画的に推進するため、無電柱化の３つの目的である「防

災」、「安全」、「景観」の視点から整備計画路線、優先整備路線などを選定し、無電柱化

を推進します。 
 

「整備計画路線」とは、より高い整備効果を図るため、区道 350ｋｍから絞り込み、

区が無電柱化を検討する路線です。 

「優先整備路線」とは、整備計画路線から絞り込み、計画期間内に事業着手又は整備

する路線です。 

「無電柱化整備実施を検討している地区」とは、区が行う都市計画道路の整備に併せ

て、無電柱化を検討する路線と、市街地再開発事業や駅周辺地区整備計画等のまちづく

りの中で無電柱化整備実施を検討している地区です。 
 

 
 

図 5-1 路線選定の流れ 
  

■第５章 路線の選定 
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５.２ 整備計画路線の選定 

（１）整備計画路線の選定の考え方 
整備計画路線の選定に当たっては、既定

計画等に位置づけられた路線（路線の重要

性）から道路幅員による事業の難易度（施

工性）について評価し、国道や都道、避難

所等と連絡する路線等（事業の優先度）の

評価項目により選定しました。 

その結果、整備計画路線として、153 路

線、路線延長約 37km を選定しました。 

（18 頁「図 5-5 整備計画路線図」参照）   
 

 

（２）整備計画路線選定の評価項目 

整備計画路線選定までの評価項目及び、各評価項目の詳細については 

以下のとおりです。 
 

 

図 5-3 整備計画路線の評価項目 
  

図 5-2 整備計画路線選定の構成 
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歩道の有無 

 
車道幅員 

 
歩道幅員 

 
施工性の評価 

 
抽出割合 

有 
6.0ｍ以上 

2.5m 以上 Ａ 全数 
2.5m 未満 Ｃ 上位７０％ 

6.0m 未満 
2.5m 以上 Ｂ 全数 
2.5m 未満 Ｄ 上位５０％ 

無 
6.0m 以上 Ｃ 上位７０％ 
6.0m 未満 Ｄ 上位５０％ 

 

 
 

 
図 5-4 国道・都道・避難所等に連絡する路線のイメージ 

 
■路線の重要性の評価 

〇既定計画の抽出 
３つの目的である「防災」、「安全」、「景観」に合致する計画を抽出 

〇路線の抽出・評価 
各既定計画に位置づけられた路線を抽出し、防災＞安全＞景観の順で評価 

１．路線の重要性（参考資料 4４頁「路線の重要性の評価図」参照） 

 
■事業の優先度の評価 
〇国道、都道、避難所等を連絡する路線 

国道、都道、避難所等に連絡し、区内全域の面的な整備に繋がる路線の評価 

３．事業の優先度（18 頁「図 5-5 整備計画路線図」参照） 

２．施工性（参考資料 4５頁「施工性の評価図」参照） 
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５.３ 優先整備路線の選定 
（１）優先整備路線の選定の考え方 

無電柱化の推進に当たっては、無電柱化の

３つの目的に合致した整備計画路線から、課

題等を整理した上で、計画的かつ重点的に整

備を行う必要があります。 

本区においては、区が行う無電柱化事業の

うち、計画期間内に事業着手又は整備する路

線として、整備効果、経済性の視点から、優

先整備路線として、5 路線、路線延長約

2.4km を選定しました。（26 頁「図 7-2 優

先整備路線図」参照） 

 

（２）優先整備路線選定の評価項目 

優先整備路線は、整備計画路線の中から、無電柱化によるネットワークの形成（整備

効果）、財源確保（経済性）の評価項目により選定しました。 

また、東京都の無電柱化チャレンジ事業制度の活用も考慮します。 

なお、優先整備路線の選定に当たっては、地上機器の設置スペース等の沿道状況を調

査し、施工条件を考慮します。 

 

 

図 5-7 優先整備路線の評価項目 
  

図 5-6 優先整備路線の選定の構成 
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図 5-8 無電柱化によるネットワークのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター・コア・エリア内、主要駅周辺、防災に寄与する路線については国の補助金

や、東京都の「区市町村道の無電柱化事業に対する補助制度」などの活用により財源の

確保を図ることができます。 

 
■優先整備路線の選定の条件 

《財源確保》 
①センター・コア・エリア内︓概ね首都高中央環状線の内側エリア 
②主要駅周辺︓池尻大橋駅、中目黒駅、自由が丘駅等の概ね半径 500ｍ圏内 
③防災に寄与する路線︓緊急輸送道路、避難所、防災拠点、災害拠点病院、 

区市町村庁舎等に連絡する路線 
 

２．財源確保 

 
■優先整備路線の選定の条件 

《無電柱化によるネットワークの形成》 

①防災ネットワークの形成 

緊急輸送道路（第一次～第三次路線）と避難所等を連絡する路線 

②無電柱化ネットワークの形成 

国道、都道、区道等の無電柱化済路線（整備予定路線を含む）を連絡する路線 

１．無電柱化によるネットワークの形成 
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歩道幅員が狭いなど、電線共同溝方式による無電柱化の整備が困難な路線では、東京

都の「無電柱化チャレンジ支援事業」を活用し整備を進めます。 
 

 
図 5-9 チャレンジ支援事業制度概要 【出典︓東京都ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

  

 
■チャレンジ路線選定の条件 

①原則歩道幅員 2.5m 未満又は歩道がない区間があるなど地上機器を設置する 

ことが困難な路線 

②緊急輸送道路（第一次～第三次路線）と避難所等を連絡する路線 

③国道、都道、区道等の無電柱化済路線（整備予定路線を含む）を連絡する路線 
 

３．チャレンジ路線 
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（３）優先整備路線一覧 

 優先整備路線の一覧表は以下の表のとおりです。 

なお、社会経済状況や区民ニーズの大幅な変化により修正等の必要性が生じた場合に

は、的確な対応を図ります。 

表 5-1 優先整備路線一覧 

番号 
計画 
路線 
番号 

路 線 名 延 長 備  考 

１ 
８ 

特別区道二級幹線 5 号線 
(東邦大学病院前) 

300ｍ 優先整備路線（整備中） 

7 
特別区道二級幹線 5 号線 

(都立駒場高校前) 
330ｍ 優先整備路線 

（チャレンジ路線） 

２ 41 
特別区道 C49 号線他 

(目黒銀座商店街) 
690m 優先整備路線 

（チャレンジ路線） 

３ 
18 
19 
20 

特別区道二級幹線 7 号線 
（東京共済病院周辺） 

330m 優先整備路線 

４ 
95 
96 

特別区道一級幹線 14 号線 
（洗足商店街） 

310m 優先整備路線 

５ 
114 
115 
116 

特別区道一級幹線 21 号線 
（柿の木坂通り南） 

490m 優先整備路線 

合 計 2,450m  
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６．１ 無電柱化整備実施を検討している地区 

（１）無電柱化整備実施を検討している地区の考え方 
都市計画道路整備や市街地再開発事業等に併せて無電柱化を行う場合、まちづくり

の中で無電柱化の検討を行っていきます。また、検討に当たっては、各地区整備計画等

に位置付け、整備計画路線とは別に検討を行います。 

 
（２）区施行の都市計画道路の整備 

区が事業を着手する都市計画道路は、都市計画道路整備に併せて無電柱化を進めま

す。 

 

 

 

 
 
 
 

補助１２７号線（自由が丘カトレア通り） 

 
（３）まちづくり等で行う無電柱化 
①市街地再開発事業等 

市街地再開発事業等によるまちづくりを行う際には、区域内外の道路について無電柱

化を検討します。また、無電柱化の路線選定や整備方法等については、事業者と十分に

協議・調整を行い推進します。 

自由が丘駅周辺地区などまちづくりの中で事業者と連携し、無電柱化を推進すること

で、地区全体の防災性の向上、安全で快適な歩行環境の改善、にぎわいの維持・創出を

図り、魅力と活力ある街の形成につなげます。 

 

 
 
 
 

■第６章 無電柱化整備実施を検討している地区 
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②駅周辺地区整備計画等 
駅周辺地区整備計画等で無電柱化を検討する路線については、無電柱化整備実施を検

討している地区とします。各整備計画等で無電柱化を検討する際には、まちづくりの中

で具体化に向けて検討をします。 
 

  

西小山駅前（にこま通り）     自由が丘駅前（メープル通り） 

まちづくり等で無電柱化を検討している地区の例 

 

（4）無電柱化整備実施を検討している地区一覧 

 無電柱化整備実施を検討している地区の一覧は以下の表のとおりです。 

 

表 6-1 無電柱化整備実施を検討している地区一覧 

番号 地 区 延 長 備  考 

１ 原町一丁目 7 番・8 番地区 150m 防災街区整備事業 

２ 自由が丘一丁目 29 番地区他 280m 市街地再開発事業 

合計 430m  

 

地区一覧は、令和元年度末時点において、まちづくりの中で検討している地区であり、

路線延長等の変更となる可能性があります。 

また、今後のまちづくりの進展によっては、地区一覧とは別に地区が増える可能性が

あります。 
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７.１ 整備目標 

電線管理者による単独地中化と、電線共同溝方式による整備済路線を含め、平成 30

年度末までに無電柱化が約 4.6kｍ完了しています。 

計画期間中(令和 11 年度まで)に優先整備路線及び無電柱化整備実施を検討している

地区の内、約 2.8km の事業着手、整備を目指します。 

 

 

 

 

 

７.２ スケジュール 

計画期間内の事業スケジュールは、以下の表のとおりです。 
表 7-1 優先整備路線スケジュール 

番号 路線名 令和 2 年度 ・・・ 5 年度 ・・・ 8 年度 ・・・ 11 年度 ・・・ 

１ 

特別区道二級幹線 5 号線 
（東邦大学病院前） 

 

        

特別区道二級幹線 5 号線 
（都立駒場高校前） 

 

        

２ 
特別区道 C49 号線他 
（目黒銀座商店街） 

 

３ 
特別区道二級幹線 7 号線 
（東京共済病院周辺） 

    
 

４ 
特別区道一級幹線 14 号線 
（洗足商店街） 

        
 

５ 
特別区道一級幹線 21 号線 
（柿の木坂通り南） 

            
 

0km 2km 4km 6km 8km

整備延長 2.9km 1.7km 2.8km

図7-1 実績延長及び計画目標延長

単独地中化（H30年度末実績）
電線共同溝方式（H30年度末実績）
計画事業量(目標)

■第７章 整備目標及びスケジュール 

■整備目標内訳 
〇優先整備路線（チャレンジ路線）の事業着手又は整備（約１．０ｋｍ） 
〇優先整備路線の事業着手又は整備（約１．４ｋｍ） 
〇無電柱化整備実施を検討している地区の事業着手又は整備（約０．４ｋｍ） 

事 業 着 手 

事 業 着 手 

事 業 着 手 

事業着手 

事 業 中 

事 業 中 
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８．１ 課題解決に向けた施策 
無電柱化の進まない要因として、道幅の狭い道路、整備コスト、整備期間、地域住民

との合意形成が課題となっています。このため、国は、平成 29 年 8 月、「無電柱化推

進のあり方検討委員会中間とりまとめ」において多様な整備手法の活用や低コスト手法

の普及について提言しています。また、東京都も平成 29 年 1 月、「コスト縮減に向け

た技術検討会」を設置し、浅層埋設方式や小型ボックス活用埋設方式、直接埋設方式に

よるコスト縮減が検討されており、低コスト手法の確立を図っています。 

本区においては上記の課題に加え、交通量が多い生活道路、街路樹等の支障等、様々

な課題があります。このような課題を解決するために、4.2 無電柱化の「4 つの基本方

針」を踏まえ、次のとおり取り組んでいきます。 

 

施策１ 「課題 1 道幅の狭い道路」に対する取組 
（１）民地・公共用地を活用した地上機器設置の検討 

本区の平均道路幅員は約４．８ｍと非常に狭く、地上機器の設置スペースの確保がき

わめて重要な課題となります。道路幅員に余裕がない場合や良好な景観形成等の観点か

ら、道路上への地上機器の設置が難しい場合においては、道路区域外の公共用地や民地

を借用または買収することで地上機器の設置スペースを確保することが必要です。本区

では令和元年度より東京都のチャレンジ支援事業制度を活用し、公共用地の活用につい

て検討を行っています。今後も引き続き地上機器の設置スペースとして、学校や公共施

設等の公共用地や、公開空地等の民地の活用について検討していきます。 

 

 

民地や公共用地を活用した地上機器設置の事例 

■第８章 無電柱化の推進に向けた施策等 
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（２）ソフト地中化方式の活用 

本区における無電柱化の整備手法は、一般的な電線共同溝方式を基本として整備を推

進していきます。しかし、歩道上に地上機器を設置することで通行に必要な幅が確保で

きない等、道路交通環境上の問題がある場合や既設の地下埋設物件の輻輳が著しい場合、

変圧器を街路灯などの支柱上に配置する「ソフト地中化方式」も検討していきます。 

電力供給が多い地域や路線で適さない場合もありますが、本区のように道幅の狭い道

路や地上機器の設置が困難な道路においては有効な方式であるため、路線毎に適用の可

否を検討し、地域住民の方と協議を進めながら無電柱化の推進を図っていきます。 
 
施策２ 「課題 2・3 多額の整備コストと長期にわたる整備期間に対する取組」 
（１）低コスト・工期短縮手法 
①浅層埋設方式 

浅層埋設方式は、現行よりも浅い位置に管路を埋設する方式で、平成 28 年 4 月に「電

線等の埋設物等に関する設置基準の緩和」により、一定の基準を満たす場合に可能とな

り、掘削土量の削減や、特殊部のコンパクト化によりコスト縮減や工期短縮が図れます。 

浅層埋設方式についても東京都のチャレンジ支援事業を活用し、通常埋設とコスト比

較を行っています。今後も引き続き電線共同溝方式による整備の際は、活用していきま

す。 
 

②既存ストックの活用 
電線管理者が所有する管路やマンホールなどの既存ストックを、電線共同溝の一部と

して活用し、他の支障となる占用物の移設を回避することにより、コスト縮減と工期短

縮を図れます。本区でも都立大学駅前で既存ストックを活用しており、今後も路線毎に

最適な整備手法を検討しつつ活用していきます。 

 
図 8-1 既存ストック活用事例 【出典︓東京都無電柱化計画】 
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（２）財源確保に向けた補助制度の活用 

無電柱化の整備では、多額の費用が必要となることから、国や東京都の無電柱化の補

助制度を積極的に活用し、財源確保を図っていきます。 

補助制度は、国の補助金及び東京都の「区市町村無電柱化事業に対する都費補助」や

「チャレンジ支援事業制度」を活用し、無電柱化を推進していきます。 
 

        

設計・測量調査費         移設補償費・工事費 

図 8-2 区市町村無電柱化事業に対する補助制度の財源構成 
 

 

 

 

 

 

        

設計・測量調査費         移設補償費・工事費 

図 8-3 無電柱化チャレンジ支援事業に対する補助制度の財源構成 

【出典︓東京都無電柱化推進計画を基に作成】 

※補助率は令和元年度時点の交付率を基に記載 
  

 

区市町村単独費 

１００％ 

 

 

都補助金 

１００％ 

 

国交付金 
５５％ 

都補助金 
45％ 

国交付金 
５５％ 

都補助金 
4５％ 
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施策３ 「課題 4 地域住民との合意形成に対する取組」 
（１）地域住民との合意形成 

長期間の工事等に伴う交通の規制、工事の騒音、街路樹の撤去や間引き等、地域住

民の理解と協力が必要不可欠です。そのため、事業実施に当たり、地域住民に対する説

明会の開催や沿道へのチラシの配布などにより、無電柱化の意義や事業に関するスケジ

ュールを丁寧に説明し、事業内容の周知徹底と合意形成に努めます。 
 

（２）目黒区地域街づくり条例の活用 
本区では、地域の方の発意により、身近な単位で話し合いの場を設け、主体的かつ

継続して街づくりに関する課題解決に取り組める仕組みや進め方について「目黒区地域

街づくり条例」（以下「街づくり条例」という。）を制定しています。この制度を活用し

て無電柱化に関する取組みについてもまちづくりの一つとして捉え、この条例を活用し

た地域の取り組みを支援します。 

地域街づくり条例を活用したまちづくりにより、地上機器設置等の無電柱化を進め

るうえでの課題について、地域が主体となり課題の解決を進めることで、無電柱化に向

けた合意形成を図ります。 
無電柱化の合意形成がされた路線については、優先整備路線の場合、早期の事業着

手に努めます。 

優先整備路線として選定しなかった路線については、優先整備路線として位置づけ

ていくことを検討します。 
 

 

 

図 8-4 地域街づくり条例を活用した路線の位置づけ 
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８．２ その他の施策等 

（１）市街地整備等に合わせた無電柱化 
市街地開発事業や防災街区整備事業等が実施される際には、無電柱化法第１２条（電

柱又は電線の設置の抑制及び撤去）に基づき、事業の状況を踏まえつつ、区は関係事業

者に対して、道路上の電柱又は電線の新たな設置の抑制、既存の電柱又は電線の撤去を

要請するなど、積極的な無電柱化を実施するよう働きかけるとともに、無電柱化を実施

しやすいよう、施工時期等の調整が適切に実施されるよう協力していきます。 

また、東京都は都市開発諸制度で開発区域内の道路の無電柱化を義務付けることや、

開発区域外の道路の無電柱化を公共的な貢献として評価し容積率の割増（無電柱化延長

に応じて最大 200％割増）を行うことにより、民間開発の機会を捉えた無電柱化を促進

しています。 
 

 

図 8-5 都市開発諸制度を活用した無電柱化の取組みイメージ 

【出典︓東京都無電柱化計画】 

 
（２）占用制度の検討 

国が防災の観点から緊急輸送道路に

おいて実施している、新設電柱の占用

を制限する措置について、本区におい

ても制度適用の調査検討を行います。 

なお、緊急輸送道路以外への新設電

柱に係る占用制限措置の対象の拡大や、

既設電柱の占用制限措置の実施につい

ては、国や東京都の検討状況を注視し

つつ検討を行います。            図 8-6 占用制限のイメージ 

                   【出典︓国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 
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（３）地上機器の有効活用 
電線共同溝による整備の際に必要となる地上機器の有効活用を目的に、ラッピング

による案内板等の設置及び景観に配慮した美装化、デジタルサイネージ等、公益や公衆

の利便等を目的としたものを基本に、調査・検討を行います。 
 

  

地上機器ラッピングの事例(都立大学駅)  地上機器美装化の事例(自由が丘駅) 
 

（４）広報・啓発活動 

無電柱化の推進にあたり、区民の理解と関心を深めることが重要であることから、無

電柱化に関する協力が得られるよう、「無電柱化の日（毎年 11 月 10 日）」を活かした

イベントを実施し、広く区民に無電柱化の意義や効果をＰＲしていきます。 
 

  

図 8-7 無電柱化に関するイベントなど 
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９．１ 無電柱化の推進体制 
計画的に事業を推進するため、区で事業着手する優先整備路線については、道路管理

者、電線管理者、地方公共団体などからなる関東地区無電柱化協議会や東京都無電柱化

地方協議会を活用し、無電柱化の推進に係る調整を行います。 

道路事業やガス、水道等の地下埋設物の工事が実施される際は、道路管理者が行う道

路調整会議を活用し、工程等の調整を行っていきます。 

 

関東地区無電柱化協議会 

○関東地方推進計画等の策定 

（実施箇所の選定、集計等） 

○関東地方の道路管理者、警察、総務省、経済産業省の

地方局、電線管理者等 

東京都無電柱化地方協議会 
○東京都での具体箇所の調整、集計 

○東京都内の道路管理者、警察、電線管理者等 

路線毎の企業者調整会議 
○具体の箇所の事業の実施の調整 

○具体の箇所の道路管理者、電線管理者等 

 

  

■第９章 計画推進に向けた取組 

表 9-1 無電柱化の推進体制 
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９．２ 計画の推進主体の役割 
地域住民と行政、関係事業者が協力し、円滑な事業推進が図られるように、行政が主

体となって働きかけを行っていきます。 

本区においては、以下のとおり三者が役割分担しつつ協働で計画を推進して行くこと

とします。 

 

 
  

 

  

区民の役割 
・無電柱化の重要性に理解と 

関心を深める 
・無電柱化の施策へ協力する 

三者が役割分担しつつ 
協働で無電柱化を推進 

区の役割 
・地域の状況に応じて施策を 

総合的、計画的かつ迅速に策定 
し、実施に努める 

・三者が円滑に連携するよう調整
を行う 

関係事業者の役割 
・電柱又は電線の道路上における 

設置抑制を検討する 
・国や都及び区と連携して、無電 

柱化の推進に資する技術開発を 
行う 

推進に向けた組織化 

図 9-1 計画の推進主体の役割 
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９．３ 計画の進行管理 

推進計画の進行管理は、ＰＤＣＡサイクルに基づいて行うことを基本とします。 

無電柱化を着実に推進するため、本計画の進捗状況を適切に管理するとともに、目黒

区基本計画、目黒区都市計画マスタープラン、目黒区関連計画や国・東京都の無電柱化

推進計画等の改定を踏まえ、整合を図ります。 

特に、整備目標の達成には、無電柱化を検討する路線の無電柱化が必要なことから、

まちづくりの動向や無電柱化に対する機運の高まりを見ながら、計画の進捗状況を継続

的に管理し、改善していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9-2 無電柱化推進計画の進行管理 
 

●無電柱化推進計画 

●計画に基づく事業の実施 

●進捗管理の徹底 

●実施状況の評価 

●課題の把握 

●まちづくりの動向 

●計画・目標の見直し 

●整備目標の修正 
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用 語 解 説 
あ行  

裏配線 無電柱化したい路線の裏通りに電線類を配置し、裏通り
から引込を行うことで対象路線を無電柱化する方式。 

か行  
関係事業者 電力線や通信線を所有し、管理している企業者。 
既存ストックの活用 電線管理者が所有する管路やマンホールなどを、電線共

同溝の一部として活用する方法。 
緊急輸送道路 災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急

活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線。 
区市町村無電柱化事業に 
対する都費補助 

都内の区市町村が実施する無電柱化事業に要する経費に
ついて、都が補助金を交付する制度。 

建設負担金 電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることと
なる金額。 

小型ボックス活用埋設
まいせつ

方式 電力線と通信線を、小型化した特殊部内にまとめて集約
する方式。 

さ行  
災害拠点病院 災害時における初期救急医療体制の充実強化を図るため

の医療機関。 
市街地再開発事業 都市再開発法に基づき、建物と公共施設を一体的に整備

することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都
市機能の更新を図ることを目的とする事業。 

自治体管路方式 地方公共団体が管路設備を敷設する方式。 
浅層
せんそう

埋設方式 現行よりも浅い位置に管路を埋設する方式。 
ソフト地中化 歩道上に地上機器を設置することが困難な場合、地上機

器を街路灯等の柱上に配置する方式。 
た行  

単独地中化 電線管理者が自らの費用で地中化を行う方式。 
地上機器 電気を高圧から低圧に変換する変圧器や、電気の流れを

変えるための開閉器で、地中化する場合、地上に設置す
る機器。 

直接埋設方式 道路敷地内へ電力線等を直接埋設する方式。 
電線共同溝 道路付属物として、道路管理者が道路の地下に設ける施

設。 

 

用語解説 
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た行  

電線共同溝方式 道路の地下空間を活用して電線類をまとめて収容する無
電柱化の手法。 

道路管理者 道路を管理する主体。区道であれば目黒区。 
特殊部 電力や通信の需要家への供給のための分岐・接続等を行

う分岐部、ケーブルの接続を行う接続部等の総称。 
都市開発諸制度 公開空地の確保など公共的な貢献を行う良好な建築計画

に対して、容積率などを緩和する制度であり、都市計画
法に基づく再開発促進区域を定める地区計画、特定街区、
高度利用地区及び建築基準法に基づく総合設計の４制度
の総称。 

都市計画道路 良好な都市形成に寄与するため、都市計画法に基づいて
建設計画が決定された道路。 

な行  
軒下
のきした

配線 建物の軒を利用し電線類の配線を行うことにより無電柱
化を行う手法。 

は行  
防災街区整備事業 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

に基づく事業であり、密集市街地において防災機能の確
保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、公共施設
や防災施設。建築物を整備する事業。 

ま行  
無電柱化 電線共同溝方式、軒下配線、裏配線により道路から電柱

をなくすこと。 
無電柱化チャレンジ支援事業 区市町村の無電柱化推進のため、都が創設した補助制度。

地上機器設置が困難な路線等での無電柱化事業が対象。 
や行  

要請者負担方式 土地や建物の所有者など、要請者の全額負担で整備する
方式。 
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■ 無電柱化の推進に関する法律（平成 28 年 12 月施行）の概要 

１．目的 

災害の防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化の推進

に関し、基本理念、国の責務等、推進計画の策定等を定める。 

ことにより、施策を総合的・計画的・迅速に推進し、公共の福祉の確保、国民生活の 

向上、国民経済の健全な発展に貢献する。 
 

２．基本理念 

①国民の理解と関心を深めつつ無電柱化を推進 

②国・地方公共団体・関係事業者の適切な役割分担 

③地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に貢献 
 

３．国の責務等 

①国︓無電柱化に関する施策を策定・実施 

②地方公共団体︓地域の状況に応じた施策を策定・実施 

③関係事業者︓道路上の電柱・電線の設置抑制・撤去、技術開発 

④国民︓無電柱化への理解と関心を深め、施策に協力 
 

４．無電柱化推進計画 

①国︓基本的な方針・期間・目標等を定めた無電柱化推進計画を策定・公表 

②都道府県・市町村︓都道府県・市町村の無電柱化推進計画の策定・公表（努力義務） 
 

５．無電柱化の推進に関する施策 

①広報活動・啓発活動 

②無電柱化の日（１１月１０日） 

③国・地方公共団体による必要な道路占用の禁止・制限等の実施 

④道路事業や面開発事業等の実施の際、関係事業者は、これらの事業の状況を 

踏まえつつ、道路上の電柱・電線の新設の抑制、既存の電柱・電線の撤去を実施 

⑤無電柱化の推進のための調査研究、技術開発等の推進、成果の普及 

⑥無電柱化工事の施工等のため国・地方公共団体・関係事業者等は相互に連携・協力 

⑦政府は必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を実施 

参考資料 
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■ 国の無電柱化推進計画（平成 30 年 4 月策定）の概要 
１．基本的な方針 

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。 

〇無電柱化の対象道路 

①防災 ②安全・円滑な交通確保 ③景観形成・観光振興 ④ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連 

〇無電柱化の手法 

 ①地中化方式︓電線共同溝方式、自治体管路方式、要請者負担方式、単独地中化方式 

 ②地中化以外の手法︓軒下配線方式、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年間とする。 
 

３．無電柱化の推進に関する目標 

 ①防災                     【無電柱化率】 

 ・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ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連 

・センター・コア・エリア内の幹線道路      ９２％→完了 
 

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 

①多様な整備手法の活用、コスト縮減の促進 

②財政的措置 

③占用制度の的確な運用 

④関係者間の強化 
 

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 

①広報啓発活動 

②地方公共団体への技術的支援 



参考資料 
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■ 東京都無電柱化推進条例（平成 29 年 4 月施行）の概要 

１．目的 

都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保及び良好な都市景観の創出に向けて、

無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進する。 
 

２．基本理念 

①都民関心と理解を深めつつ、都、区市町村及び関係事業者の連係並びに都民の協力の下

に、無電柱化を推進 

②地域住民の意向を踏まえつつ、良好な街並みの形成に資するよう実施 
 

３．責務等 

①都︓無電柱化の推進に関する施策を策定し、実施 

②関係事業者の責務︓道路上の電柱又は電線の設置抑制及び撤去並びに技術開発 

③都民︓都が実施する施策に協力（努力義務） 

 

４．東京都無電柱化計画 

基本方針、目標等を定めた東京都無電柱化計画を策定し、公表 

 

５．無電柱化の推進に関する施策 

①広報活動及び啓発活動の充実 

②道路法第３７条第１項の規定による道路占用の禁止又は制限等 

③無電柱化の推進のための調査研究、技術開発等の推進及び普及 
  



参考資料 
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■ 東京都無電柱化計画（平成 30 年 3 月策定）の概要 

１．計画期間 

今後１０年間（２０１８年度から２０２７年度まで） 

 

２．基本的な考え方 

〇整備手法︓電線共同溝方式 

〇対象地域︓都内全域 

〇対象道路︓①計画幅員で完成している２．５ｍ以上の都道（現道） 

          ②都市計画道路の新設・拡幅、その他拡幅事業等、面的整備 

（開発事業等）を行う都道 

 

３．今後１０年の目標 

〇都市防災機能の強化 

・重点整備エリアをセンター・コア・エリア内内側から環状七号線内側エリアに拡大 

・区市町村の庁舎や災害拠点病院など、災害時や災害復旧の拠点となる施設等を結ぶ 

路線に拡大 

〇安全で快適な歩行空間の確保 

・優先的に整備する道路の無電柱化を進めるとともに、道幅の狭い道路の整備手法を 

検討 

〇良好な都市景観の創出 

 ・主要駅や観光地周辺等の整備を進めるとともに、自然豊かな山間部・島しょ部の 

  整備を検討 

 

４．無電柱化の推進に関する施策 

①都道の無電柱化 ②区市町村との連携 

③無電柱化チャレンジ支援事業 ④地上機器の設置場所に関する課題と対応 

 

５．施策を推進するために必要な事項 

①無電柱化事業のＰＲ ②住民への説明 ③推進体制 ④国の政策への対応 
  



参考資料 
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■ 東京都無電柱化推進計画（平成 31 年 3 月改定）の概要 

１．無電柱化の目的 

〇都市防災機能の強化 

〇安全で快適な歩行空間の確保 

〇良好な都市景観の創出 

 

２．対象地域 

・都内（島しょ部含む）全域 

 

３．無電柱化を行う道路 

・計画幅員で完成している歩道幅員 2.5m 以上の都道（現道）において整備を進めるとと

もに、以下のような関連事業と合わせて無電柱化を実施する。 

①都市計画道路の新設・拡幅に伴う無電柱化 

②その他拡幅事業に伴う無電柱化 

③面的整備に伴う無電柱化 

 

４．計画期間 

・第７期東京都無電柱化推進計画の計画期間を２年間延伸し、平成 26 年度～平成 32 年

度（2020 年度）の７か年計画へと見直し。 

 

５．整備計画延長 

・東京都内の国道、都道、区市町村道における、平成 32 年度（2020 年度）までの、無

電柱化の整備延長は、1,154ｋｍとする。 

〇国道    69ｋｍ  〇都道    806ｋｍ  〇区市町村道 279ｋｍ 

 

６．都道における取組 

 ・センター・コア・エリア内、第一次緊急輸送道路を中心に環状七号線内側エリア、区市

町村庁舎、災害拠点病院等を新たな計画に位置づけ 

 
７．区市町村道における取組 

 ・区市町村の無電柱化事業に対して財政支援を実施（チャレンジ支援事業等） 



参考資料 
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■ 地震等の災害による電柱の倒壊状況 
 

 
【出典︓国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

■ 東日本大震災・阪神・淡路大震災時のライフラインへの被害状況 
 

  
供給支障被害状況（被害率） 比率 

（地中線/ 

架空線） 

設備被害状況 

（電柱の倒壊等） 地中線 架空線 

阪神・淡路・大震災 
通信※1 0.03% 2.4% 1/80 約 3,600 本※4 

電力※2 4.7% 10.3% 1/20 約 4,500 本※5 

東日本大震災 
通信※3 

地震動エリア   ：0.0% 

液状化エリア   ：0.1% 

津波エリア     ：0.3% 

地震動エリア   ：0.0% 

液状化エリア   ：0.9% 

津波エリア     ：7.9% 
1/25 約 28,000 本※4 

電力※4 （データなし） （データなし） ― 約 28,000 本※6 

【出典】 

〇電力［東日本大震災］︓東北電力・東京電力調べ 

 〇電力［阪神・淡路大震災］︓地震に強い電気設備のために（資源エネルギー庁編） 

〇通信︓ＮＴＴ調べ 

 

※1︓NTT 神戸支店・神戸西支店管内（概ね神戸市内）でサービスの供給に支障が生じた設備延長の割合（地中線はマンホール間距離、架空線は電柱間距離） 
※2︓震度 7 の地域でサービスの供給に支障が生じた区間・設備数の割合（地中線はマンホール間、架空線は電柱） 
※3︓ケーブルの断線が発生した区間の割合（地中線はマンホール間、架空線は電柱間） 
［地震動エリア］ （岩手県）宮古市（栃木県）宇都宮市、小山市、佐野市、日光市、鹿沼市、真岡市、那須塩原市、足利市、栃木市 
［液状化エリア］︓（千葉県）千葉市、浦安市、船橋市、津田沼市、幕張市 
［津波エリア］ ︓（岩手県）野田村、久慈市（宮城県）塩釜市、岩沼市、石巻市、名取市 
※4︓供給支障に至らなかった場合を含む 
※5︓供給支障に至ったもの（上記以外に電柱の傾斜・沈下が約 6,000 本あり、一部は供給支障につながっているとみられるが、詳細な内訳は不明であるため含めていな
い） 
※6︓供給支障に至ったもの（上記以外に電柱の傾斜・沈下等が約 23,000 本あり） 
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■ 路線の重要性の評価図 


