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通行空間の
安全性・快適性の確保 良好な景観形成

道路の
防災性能の向上

無電柱化の目的

○無電柱化は、「①防災」、「②安全・快適」、「③景観」の観点から推進
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※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 台北は国土交通省調べによる2013年の状況（道路延長ベース）
※４ シンガポールは海外電気事業統計による1998年の状況(ケーブル延長ベース)
※５ ソウルは国土交通省調べによる2011年の状況(ケーブル延長ベース)
※６ ジャカルタは国土交通省調べによる2014年の状況(道路延長ベース)
※７ 日本は国土交通省調べによる2015年度末の状況(道路延長ベース)

【欧米やアジアの主要都市と日本の無電柱化の現状】

無電柱化の整備状況（国内、海外）
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○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成しているのに対して、日本の無電柱化率は東京２３区で７％、大
阪市で５％と立ち遅れている
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欧米諸国の状況（ロンドン、パリ、ベルリン）

ロンドン パリ

ベルリン

○ヨーロッパの主要都市では、無電柱化により良好な景観を創出
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景観を台無しにする電柱と電線

【山梨県富士吉田市】
迫力のある富士山を電柱と電線が邪魔をしている。

【静岡県富士宮市】
迫力のある富士山を電柱と電線が邪魔をしている。

【福島県白河市】

美しい小峰城の景観を電柱と電線が邪魔している。

【東京都墨田区】

蜘蛛の巣状の電線がスカイツリー
の外観を損ねている。

【長野県上田市】
風情ある伝統的建造物群にそぐわない電柱・電線。

【神奈川県足柄下郡箱根町】
参道に張り巡らされる電線。 4



無電柱化の整備延長の推移

○１年あたりの整備延長は平成１０年代後半をピークに減少
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建設負担金
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*現在の交付金では5.5/10等

電線共同溝（イメージ）

地上機器
（トランス等）

特殊部

ケーブル（電力）

管路

道路区域民地

特殊部

ケーブル（通信）
電線管理者負担

道路管理者負担

管路

管路

○電線共同溝本体（管路、特殊部）の整備は、建設負担金を除き、国と地方公共団体が
1/2ずつ負担 （地方公共団体が整備する場合は、国が交付金により支援）

○地上機器（トランス等）・電線等の整備や建設負担金は、電線管理者が負担

無電柱化（電線共同溝の整備）の費用負担
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○無電柱化事業を実施するにあたっての課題○無電柱化事業の実施経験

①実施した経験
がある

②現在実施している

③実施したことがない

（複数回答可）ｎ＝１９６

○無電柱化を推進する市区町村長の会や国、都道府県に望むこと

予算確保 （事業に対する補助金等の財政支援をお願いしたい。）

低コスト手法の早期実用化 （低コスト手法の早期実用化をお願いしたい。）

地上機器の設置場所に関する方策検討 （地上機や特殊部の設置数削減、設置スペースのコンパクト化を実現できるよう、研究開発を加速していただきたい。）

電線管理者への協力要請 （電線管理者の積極的・協力的な対応を業界に指導いただきたい。）

技術面での支援 （事業を実施するにあたり、技術的な課題や、事務手続きの懸案などについて、市区町村に対してサポートする、支援センターなどの体制作りが必要かと思われます。）

事例紹介 （関係者との調整方法、工事費用負担など参考になる事例があれば紹介していただきたい。）

早期の法整備 （無電柱化の推進に関する法律案の早期成立を望みます。）

市区町村長の会において２／１０～２／１９にアンケート調査を実施。２５２団体中の１９６団体から回答（回答率７８％）

無電柱化に関する課題

○無電柱化が進まない主な原因は、コストが高いことに加え、事業者との調整やトランス
（地上機器）の設置等の地元調整が困難なこと、道路幅が狭いことなど
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Graph1

		①コストが高い

		②電力会社や通信会社などとの調整が困難である

		③トランスの置き場所がない

		④道路が狭くて事業ができない

		⑤工事の期間が長い

		⑥地域の住民の協力が得られない（得られにくい）

		⑧何から手をつけたらよいかよく分からない
（ノウハウがない、他の事例がよくわからない）

		⑦無電柱化の事業を理解した職員がいない
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全て

				質問１ シツモン		質問２ シツモン		質問３（１） シツモン		質問３（２） シツモン		質問３（３） シツモン		質問３（４） シツモン		質問３（５） シツモン		質問３（６） シツモン		質問３（７） シツモン		都道府県名 トドウフケンメイ		市区町村名 シクチョウソンメイ		担当課名 タントウカメイ		質問４ シツモン

		1		2		1		1		3		4										岡山県		倉敷市		建設局　事業推進課		早期の法整備と補助金拡充

		2		1		3		2		5												高知県		香南市		建設課

		3		1		3		1		3		4		6		7						東京都		葛飾区		都市整備部道路建設課		①国・都道府県に臨むこと
・無電柱化推進計画策定が努力義務となった際には、委託費に関する国・都の補助制度の創設を希望する。
・地上機器の設置場所に関する方策の検討をお願いしたい。
・低コスト手法の早期実用化をお願いしたい。

②会に臨むこと
・狭幅員道路における整備事例の紹介をお願いしたい。

		4		3		3		1		5												北海道		小平町		企画振興課		（その他情報として記載）

　当町では当初観光開発事業（旧まちづくり交付金事業）で、国指定の文化財周辺の無電柱化を検討したが、北海道とも調整し、結果的にはゾーンの電柱の裏回し事業を平成28年度に実施予定である。
　本アンケートには、地中化と捉え回答させていただきます。

		5		3		3		2		4		5		10								奈良県		安堵町		総合政策課

		6		1		3		5		6												岐阜県		白川村		基盤整備課

		7		3		3		1		4		6		7								高知県		越知町		建設課

		8		1		2		1		5												石川県		加賀市		建設部都市計画課		１．事業メニュー拡大及び要件緩和
　２．補助率アップ

		9		1		3		1		5		6		7								広島県		三次市		建設部土木課

		10		1		3		1		4		5		6		8						石川県		野々市市		産業建設部建設課		先進国の現状に近づけるため、無電柱化に関する補助制度の要件緩和を望む。

		11		1		3		1		4		6		7								長崎県		平戸市		建設部まちづくり課

		12		1		1		1		5												長野県		須坂市		まちづくり推進部まちづくり課		低コストで無電柱化を実施することができる施策や体制作りをお願いしたい。

		13		1		3		1		5		6										香川県		丸亀市		建設水道部建設課		本市の市役所周辺は、過去に電線地中化の事業を実施している。
しかしながら、今後電線の地中化事業を実施する際には、整備コストなど事業実施の障壁となるものが多い。
　このことから、無電柱化の推進に関する法律が制定され、技術開発を含めたコスト縮減対策が図られればと強い期待感を持っている。

		14		1		2		1		4		6		7								京都府		京都市		建設局道路環境整備課

		15		2		3		1		6		7										静岡県		三島市		都市整備課

		16		3		1		1		2		4		5								長野県		白馬村		総務課		　特に景観等を考慮した優良な事例となり得るモデル地区を指定し、事業効果が可視化となるような取り組みを国・県に働きかけて欲しい。

		17		3		3		1		5		7										和歌山県		かつらぎ町		建設課

		18		2		3		1		6												群馬県		前橋市		建設部道路建設課

		19		1		1		1		3		6		7								兵庫県		神戸市		建設局道路部工務課

		20		3		3		1		3		5		7		8						鹿児島県		瀬戸内町		企画課

		21		1		3		1														静岡県		藤枝市		都市建設部都市政策課

		22		3		3		1		2		8										熊本県		荒尾市		建設経済部　土木課

		23		2		3		1		3		4		5		6		7				青森県		弘前市		建設政策課

		24		1		2		5		7												長野県		千曲市		都市計画課		（国へ）良好な景観の形成のために、無電柱化の推進は極めて重要であると考えます。
法律案の早期成立を望みます。

		25		3		3		1		5		7										和歌山県		海南市		まちづくり部　建設課

		26		3		3		1		5												北海道		砂川市		建設部土木課

		27		3		3		1		4		5		8		10						鹿児島県		南種子町		総務課行政係

		28		3		3		1		2		5		6		7		8				静岡県		函南町		建設経済部　建設課

		29		1		3		1		2		5										静岡県		富士市		建設部　道路整備課		富士市では、質問１で回答したとおり、無電柱化事業を実施した経験はあるが、ここ数年は財政的な理由等で事業が停滞しており、事業を経験した職員が人事異動でいなくなり、現在の体制では理解した職員がいない状態であるため、事業の進め方に関するノウハウの継承も危うい状況です。事業実施に関する講習会や勉強会の様な物を開催していただければありがたい。また、無電柱化法案には、市町村の無電柱化推進計画の策定が努力義務として示されているため、法案が成立した場合、計画策定のための情報提供や講習会の開催などをしていただけるとありがたい。

		30		3		3																和歌山県		橋本市		建設部まちづくり課		当市では、国道区域内における無電柱化事業を国交省が行っているが、市単独事業としての予算化が非常に難しい。必要性は充分理解しているので、補助金等の策定をお願いしたい。

		31		2		3		1		2		5		6								福井県		小浜市		産業部　都市整備課		当市では、平成２８年度から重伝建地区で電柱化工事を実施すべく設計中である。無電柱化の知識がないため、事業者との調整が困難である。今後無電柱化を推進していく上で、研修会等の開催（できれば近くで）をお願いしたい。

		32		3		3		1		8												鹿児島県		さつま町		総務課

		33		3		3		1		5												鳥取県		米子市		建設企画課		　緊急輸送道路は、災害直後から、緊急物資を迅速に輸送する必要があるため、まずは、指定された緊急輸送道路から無電柱化を進めてもらいたい。

		34		3		3		1		2		5		7		8						奈良県		三郷町		建設経済課		無電柱化でメリットが大きいことは認識していますが、やはり整備コストの問題と災害時の復旧時間の問題がとても気にかかるところです。

		35		1		1		1		6		7										東京都		北区		土木部土木政策課

		36		1		1		1		3		4		5		6		7				大分県		大分市		土木管理課		　○国に対しては、早期に次期無電柱化計画（ガイドライン）を策定して頂きたい。
　○当会ついては、支部（九州等）単位での協議会の立ち上げを望む。（課題等を検討する機関）

		37		1		3		1		6		7										京都府		宇治市		建設部 道路建設課		低コスト工法の開発の推進

		38		3		3		1		2		8										奈良県		桜井市		都市建設部　土木課

		39		3		3		8		10												奈良県		御所市		環境建設部　土木課

		40		2		1		1		4		5		6		7						兵庫県		西宮市		土木局　道路公園部　道路計画課

		41		3		3		1														沖縄県		石垣市		建設部　都市建設課

		42		1		3		1		4		5										岐阜県		関市		建設部都市整備課		　幹線道路について、優先的に無電柱化を推進していく場合でも、昨今の補助金内示率の状況から、計画的に事業を推進していくことは、非常に困難であると思われます。
　財源措置（地方自治体の裏負担）も含め、効率よく事業を推進するため、他市で特段の方策等があればご教授願いたい。
※現時点で、喫緊に実施予定の箇所はありませんが、今後の事業実施においての参考としたい。

		43		3		2		1		5		6										長崎県		島原市		建設部　道路課　森宏伸

		44		1		1		1		5		7										岩手県		久慈市		建設部土木課		災害の防止、安全で円滑な交通の確保、良好な景観の形成などを図るため、無電柱化の推進に関し、公共施設の確保や生活の向上、地域経済の健全な発展に貢献する無電柱化の推進に関する法律案の早期成立を望みます。

		45		2		2		1		3		4		5		6		7				東京都		練馬区		土木部計画課地中化推進係		・事業に対する補助金等の財政支援
・低コスト手法の早期確立

		46		3		3		1														広島県 ケン		竹原市 シ		建設産業部　建設課

		47		1		3		1		5		8										奈良県		大和郡山市		都市建設部管理課		　当市においては、ほとんど実績がないため関係者との調整方法、工事費用負担など参考になる事例があれば紹介していただきたい。

		48		2		3		1		3		5		7								兵庫県		姫路市		街路建設課

		49		1		1		1		4		5										埼玉県		春日部市		道路管理課　管理担当

		50		1		3		1		5												広島県		三原市		建設部土木建設課		　国に対し，無電柱化を推進するための積極的な財政措置をお願いしたい。

		51		3		3		9														富山県		入善町		建設課

		52		3		3		1		2		4		5		8						大分県		佐伯市		建設部　都市計画課

		53		1		3		1		3		5										静岡県		湖西市		都市整備部・都市計画課		低コストで施工可能な無電柱化事業の紹介。
無電柱化事業に対する事業費への補助率アップもしくは創設。（国庫及び県費）
電線事業者及び占用許可権者と事業実施担当者を交えた意見交換会の実施。

		54		1		3		1		5		6										鹿児島県		薩摩川内市		建設部　都市計画課

		55		3		3		1		8												熊本県		合志市		政策課・建設課

		56		1		1		1		5												静岡県		富士宮市		都市整備部管理課		　　共同溝の工事費を安価にする技術や方法を、国や県で奨励していただきたい。

		57		2		3																東京都		荒川区		防災都市づくり部		◎　「地域危険度が高いエリアでの補助拡大」
　当区では、密集事業の一環として、街の防災性向上に寄与する路線の無電柱化を実施しており、
国費５０％、都費２５％の補助が活用できているが、無電柱化に要するコストそのものが高いことから
整備延長が伸び悩んでいる。このため、オリンピック関連施設周辺エリアだけでなく、密集事業地区
でなくても防災面で脆弱なエリアに対し、手厚い補助金の制度が創設されることを要望する。

◎「手続きが簡素かつ柔軟な制度の検討」
　電線共同溝設置工事は工期が長くなり、計画変更により進捗が確保できないケースがある。
その場合、補助金は繰越手続き等が必要となるため、前もって整備延長を短く計画したり、補助額
を抑えたりしている。これは結果的に自治体の財政負担増はつながり、無電柱化の事業拡大を
遅らせる要因となっている。ついては、会計年度終了時点で工事完了した部分に応じた額が交付
される（東京都は導入済み）など、手続きが簡素、かつ柔軟な運用の可能な新制度を検討願う。


　
　

		58		2		2		1		6												東京都		豊島区		都市整備部　道路整備課		　財政面、技術面において、国、都の支援は必須だと考えます。また、都市部ならではの課題も多く、特に地上機器の置場が課題となっています。国道、都道への地上機器設置をお願いする場面も今後増加すると思われますので、法整備までは難しいとしても、ガイドラインなどで、管理者の異なる幅員の広い道路を積極的に活用できるような体制の整備をお願いしたいと思います。

		59		3		3																北海道		音更町		建設水道部　都市計画課		　当町では現在無電柱化を行う町道はありませんが、町内の国道整備に併せて無電柱化が計画されています。国道は生活基盤の骨格を成す道路でありますので、災害時の被害拡大防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成に資する「無電柱化推進法案」の早期成立を要望します。

		60		1		1		1		3		5		6								滋賀県		守山市		都市経済部　道路河川課

		61		3		3		1														奈良県		平群町		山﨑

		62		2		1		1		3		5										岐阜県		郡上市		建設部都市住宅課		　無電柱化推進計画としては、国の推進計画に路線を搭載し、電線管理者と合意調整が整った路線から順に整備をしていくこととしていますので、市独自の無電柱化計画はありません。ただし、実施のための事業計画たる社会資本総合整備計画（都市再生整備計画）は作成しています。
　現在進捗中の事業は、実施に向けた構想段階から合意調整までに約３年を費やし、結果的に要請者負担方式で整備を進めています。これまでも、具体的なプロセスについての情報不足を実感しています。
　また、完成までに管理規程等の例規整備を進める必要がありますが、参考文献なども乏しく、手探りの状態です。法案整備に合わせ、国からこれまで以上に細部に渡る、事前調整方法や設計要領などの示方書を出していただけると、安心して前に進める気がしています。

		63		1		3		1		6		7										岡山県		備前市		まちづくり部まち整備課

		64		1		1		1		3		6										東京都		江東区		土木部道路課		・区道では歩道のない生活道路が多い。そのため、事業を推進するためには、地上機器の地下化やコンパクト化について可能であれば、路線選定の幅が広がる。
・区道での電線共同溝事業費では、６億～８億/km（施設延長）の費用がかかっている。区財政では、事業の推進に歯止めとならざるを得ない。
・無電柱化を推進するために、単独地中化への補助制度の導入を図れないかを要望したい。
・国で現在進めている低コスト手法の実現性がどのぐらいあり、いつごろを目指しているのか知りたい。（国交省ＨＰは把握済である）
・今後維持管理していくうえで、特殊部や管路に損傷があり更新工事をするときや、クラック等の軽微な補修をするときに、高圧ケーブルや光ファイバー等の重要ライフラインがあるなかで、どのような手法で工事（補修）を実施するのか知りたい。

		65		1		2		1		1		2		3								神奈川県		伊勢原市		土木部道路整備課

		66		1		2		1		2		3		4		5						愛知県		田原市		都市建設部土木課

		67		1		3		1														広島県		呉市		土木部土木整備課

		68		3		1		1		6		7										岐阜県		下呂市		建設部建築課		低コスト化が期待できる直接埋設方式や小型ボックス活用埋設方式等の導入

		69		1		3		1														岐阜県		各務原市		都市建設部道路課

		70		1		3		1		4		5										岐阜県		美濃市		建設部土木課

		71		1		3		1		3		4		5		6		7				広島県		東広島市		都市部都市計画課

		72		2		3		1		4		5		7								埼玉県		所沢市		建設部道路維持課

		73		1		3		1		3		6		7								東京都		文京区		土木部　道路課　計画係

		74		3		3		1		3		4		5		6						埼玉県		本庄市		都市整備部　建設課		事業コストが高く、電線事業者や地元との調整に時間を要するといった点が最大のネックとなっております。低コストで施工できる技術・規格等の開発とともに、助成制度の充実、事業者に対する一層の働きかけ、地域住民の協力を得るためのノウハウの収集・共有等を国・県には是非ともお願いしたい。

		75		1		2		1		3		5		7								岡山県		真庭市		建設部建設課		　当該事業に、電線管理者の積極的・協力的な対応を業界に指導いただきたい。

　当該事業と併せて、水道事業の老朽管対策が円滑に進められるような施策を進めていただきたい。

		76		1		3		1		4		5										徳島県		美馬市		経済建設部 監理課

		77		1		3		1		4		5										鹿児島県		出水市		建設部都市計画課

		78		2		3		1		3		6		7								東京都		稲城市		都市建設部 都市計画課		【記入：稲城市長】
　無電柱化特措法の施行後にこれを実効性のあるものとするため、財源の確保などについてお願いしたい。
　また、現在の整備スキームを見直し、ガスや水道と同様に、過度に公的補助に依存せず、事業者の負担（最終的には消費者に転嫁）により、地中化を進める方向に移行する動きとしてほしい。

		79		3		3		1		8												北海道		登別市		総務部政策秘書グループ

		80		1		3		1		2												静岡県		菊川市		建設経済部都市整備課

		81		1		2		1		3		4		5		6		7				長野県		佐久市		建設部都市計画課		無電柱化が必要なのは、道路上のみなのか、視界に入るすべてなのかについての考察が必要と思われる。

		82		1		3		1		5												静岡県		裾野市		建設部区画整理課		・無電柱化の低コスト工法の確立
・電力会社及び通信会社との合意の簡素化

		83		2		2		1		2												群馬県		太田市		都市計画課		工事期間が長期にわたることで、歩行者や、自転車の通行に支障が大きいため、交付金の配慮をお願いしたい。また、コスト削減にむけた研究開発や自治体職員の技術支援に力を入れてほしい。

		84		1		1		1		3		6		7								神奈川県		鎌倉市		都市整備部

		85		2		1		1		4		5		6		7						岡山県		高梁市		産業経済部建設課

		86		2		1		1		4		7										愛知県		東海市		都市建設部　土木課

		87		1		1		1		2		5		6		7		8				奈良県		斑鳩町		都市建設部　都市整備課

		88		1		3		1		3		6		7								東京都		台東区		都市づくり部 土木課		　電線管理者所管の機器類について、更なる性能向上および小型化を図ることにより、地上機や特殊部の設置数削減、設置スペースのコンパクト化を実現できるよう、研究開発を加速していただきたい。また、電線管理者に対しても、強く働きかけていただきたい。

		89		2		2		1		3												神奈川県		川崎市		建設緑政局道路管理部路政課

		90		3		3		1		4		5		7		8						和歌山県		有田市		経済建設部　建設課

		91		2		3		1		3		5										静岡県		御殿場市		都市建設部都市計画課		・低コスト工法の検討　・事業主体の負担軽減

		92		3		3		1		2		5		8								鹿児島県		西之表市		建設課

		93		1		1		1		3		4		5		6						岩手県		盛岡市		建設部		○国で検討されている直埋方式について，今後の見通しを知りたい。

		94		2		1		1		4		6										岐阜県		岐阜市		基盤整備部　道路維持課

		95		1		3		1		6												福岡県		柳川市		まちづくり課

		96		3		3		1		5		6		7		8						高知県		四万十市		まちづくり課		質問２　ない（事業計画はないが、防災・景観の観点から無電柱化を推進したいと考えており、モデル地区を設置し、整備していくことで幅広く市民に周知し、理解を求めていきたい。）


コストが高いことが一番の難点。
電力会社からの支援や国補助の拡充をお願いしたい。

		97		3		1		1		2		5		8								群馬県		富岡市		経済建設部都市計画課

		98		1		1		1		5		6		7								山形県		鶴岡市		建設部 都市計画課		　現状として無電柱化を推進する路線の多くは歩道のない若しくは歩道２．５ｍ以下の狭隘な路線が多く、地上機器の設置場所等の問題も含め電線共同溝等による地中化による無電柱化が困難な状況にあります。また、地中化以外による無電柱化においても現場条件が整わないなどの問題も多くあります。

①　無電柱化を推進していくためには電線管理者等との事前相談などが必要であると考えていますが、現状としては体制が図られていない状況にありますので、事前相談が図られるような体制づくりをお願いしたい。

②　無電柱化推進にあたっては無電柱化手法もさることながら費用も大きな課題となっていますので、低コスト手法の早期確立をお願いしたい。

③　道路拡幅を伴わない狭隘歩道や歩道のない箇所において無電柱化を図りたい路線を検討していくうえで、先進事例などの情報提供をお願いしたい。

		99		1		1		1		5												鳥取県		鳥取市		都市企画課・道路課		　電力会社・通信会社との合意形成に相当の期間を費やし、事業の遅延や自治体の負担増に繋がる事例もある。法整備とあわせ、自治体等への財政支援制度の拡充を図るなど、真に事業推進に資する制度構築にご配慮いただきたい。

		100		1		2		1		2		3		5		6						愛知県		岡崎市		都市整備部都市計画課		「無電柱化実施予定箇所」の合意を７月か８月に通知いただいているところですが、工事の都合上、年度当初にいただけるようご配慮をお願いしたい。

		101		1		3		1		2		5		8								富山県		氷見市 ヒミシ		都市計画・まちのグランドデザイン課 カ		継続的に事業を進めている自治体と違って、過去に終了し、ノウハウを持つ職員が異動・退職等により不在である。可能であれば基礎知識からの研修や電力事業との調整方法、障害となった協議まで、具体的な実務をご教示願いたい。（担当者レベルの実務研修や意見交換会を定例的に開催していただければ幸いです。）

		102		1		3		1		5		6										富山県		黒部市		都市建設部建設課		　無電柱化を推進するにあたって、財政支援（１００％補助、交付税措置等）をお願いしたい。
また、電力自由化・通信の多様化に伴って電線管理者の負担も多くなることから、無電柱化に協力する事業者への補助等の充実を図り、使用者への負担が増えない措置等を講じていただければ無電柱化が推進されるのではないか。

		103		1		2		1		3		6										奈良県		明日香村		地域づくり課		・狭隘路線での、事業化を促進するための事業実施方式の施工検証や標準化
　並びにコスト縮減に資する事業手法の導入
　　例）直接埋設、ボックスの小型化、浅層埋設等

・電力事業者並びに通信事業者の理解、協力が得やすい支援制度の整備

		104		1		3		1		2		3		4		5		6				奈良県		王寺町		地域整備部まちづくり推進課		　国・県における無電柱化に向けた対象路線の増加及び交付金の追加措置を要望します。

		105		2		2		1		2		5		6		7						福岡県		福津市		都市整備部建設課

		106		2		3		1		3		5										沖縄県		宮古島市		都市計画課

		107		3		1		1		5												宮崎県		綾町		建設課		無電柱化は防災面はもとより景観向上にも大きく寄与できるものであるが、コスト面で事業実施が困難な状況である。電線管理者も人口密集以外のエリアにおいては要請者負担でのみ合意の傾向がる。
今後は電線管理者及び自治体への補助支援を積極的に検討して頂きたい。

		108		1		3		1		5												奈良県		生駒市		建設部事業計画課

		109		3		3		4		7												福島県		白河市		建設部都市政策室まちづくり推進課

		110		3		3		1														京都府		南丹市		土木建築部道路河川課

		111		2		3		2		5		8										高知県		高知市		都市建設部

		112		1		2		1		5		6										兵庫県		芦屋市		都市建設部道路課		技術的な課題や事例について，情報共有できるような仕組みを考えてほしい. また，無電柱化事業には多額の費用が掛かるので，補助制度の充実させてほしい

		113		1		2		1														和歌山県		和歌山市		建設局道路部道路政策課		整備費に配慮した財源措置をして欲しい。

		114		3		3		1		3		5		6								宮城県		村田町		建設課

		115		2		1		1		3		5		6								山口県		防府市		都市計画課

		116		2		3		1														高知県		宿毛市		都市建設課

		117		1		2		1		3		6										兵庫県		伊丹市		都市交通部　道路室		　
　・管路材の統一化
　・埋設深さの更なる浅埋設化と材質の検討
　・地上機器の縮小化。特に厚みを薄くして、歩道有効幅員への影響を少なくしてほしい。
　・ケーブル直接埋設による占用者（電気通信事業者）による施工。
　　（国から占用者へ補助金又は助成金）

		118		3		3		1		6		7										高知県		須崎市		建設課

		119		1		3		1		3		4		6		7						東京都		杉並区		都市整備部土木計画課		１．国における低コストとなる手法の技術検討について、今後、多くの自治体において試験施工することが重要と考える。このため、工事費以外の設計費についても、補助支援をお願いしたい。

２．国民の理解促進に向け、無電注化の整備効果を工夫願いたい。
　（防災機能向上に関する定量的な説明など）

		120		1		3		1		4		5		8								富山県		射水市		都市整備部　都市計画課		無電柱化に対する財政支援を手厚くしていただきたい。

		121		3		3		1		2		6		8								愛媛県		八幡浜市		産業建設部建設課

		122		3		3		1		2		5		6								奈良県		香芝市		都市創造部土木課

		123		2		1		1		2		3		4		5						山口県		山口市		都市整備部都市整備課

		124		1		1		1		5												岐阜県		中津川市		基盤整備部　建設課		①無電柱化事業はコストが高く、地方自治体の負担が多くなり、事業実施が難しい為、補助率アップをお願いする。
⑤電力・通信の調整に時間を有する為、無電柱化事業に対しての手続簡素化をお願いする。

		125		2		2		1		2		5		6								新潟県		見附市		建設課		・地域により基準など様々な面において差違があるように感じる。基準等の統一化を望む。
・無電柱化事業について知識を有する職員が少ないことから、基本的な事項を含めマニュアル化を希望する。

		126		1		3		1		3		5										愛知県		一宮市		建設部道路課		・民地内への引込設備に係る費用負担について、現在、各自治体と各参画企業とで協議して決めていると思うが、根拠・指針となるものがなく、調整に困難をきたすことが予想されるため、具体的な指針を作って欲しい。

		127		1		2		1		3												静岡県		静岡市		道路保全課		【国に対して】
・現在、国では「無電柱化低コスト手法技術検討委員会」を設置し、低コスト手法の導入について検討されておりますが、いつ頃を目途にとりまとめを行う予定であるか。
・「無電柱化推進法案」設立の動きがあると聞いているが、今後の予定について分かる範囲で確認したい。また、それに基づく無電柱化推進計画やガイドラインの策定の予定も併せて教えて頂きたい。

		128		2		1		1		6		7										千葉県		香取市		建設水道部都市整備課		　香取市の旧佐原市街地は、江戸時代から昭和初期に建てられた商家や土蔵が現在もその姿を残し、関東地方で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されるなど町並み形成に力をいれております。このため市では旧佐原市街地の市道部分について電線地中化を順次進めている状況です。
しかしながら旧佐原市街地を横断する千葉県道部分については電線地中化が未着手である事から、千葉県さんには千葉県道部分について順次電線地中化を進めていただきたくお願いしたい。

		129		2		2		1		3		4		5		7						青森県		黒石市		建設部　土木課		　これまで、景観へ形成を図るという観点から無電柱化事業を進めてきたが、災害の防止という観点も考えると、県管理道路についても、無電柱化の検討をお願いしたい。

		130		1		3		1		2		5		6		7						奈良県		大和高田市		環境建設部		補助制度の充実を図っていただきたい。

		131		2		2		1		2		3		6								千葉県		酒々井町		総務課　政策秘書室		　無電柱化の施工に伴う低コスト化及び、先進技術の詳細な資料や実施事例の照会をお願いするとともに、関係各所（無電柱化に参画する占用各企業(電力事業者・通信事業者等)の現場レベル）において、行政と一体的な取り組みとして推進されるような、仕組みづくりをお願いしたいと思います。また、研修会等を定期的に開いていただき、無電柱化事業のプロセスの明確化、幅広い実施事例（小規模なものから、大規模なものまで）を用いた勉強会など、人材の育成にも引き続き取り組んでいただけたらと思います。

		132		1		1		1		5		7										茨城県		土浦市		都市整備部　都市計画課

		133		1		3		1		5		6										京都府		京丹後市		建設部　土木課		無電柱化は防災安全、良好な景観の形成・保全の観点から必要性・緊急性の高い事業であるが、地方部の市町村道で実施する場合は、電線事業者の理解が得られ難く要請者負担方式にならざるを得ないことから事業者（市町村）の負担が過大になるため、国の財政支援拡充が望まれる。

		134		3		3		1		8												鹿児島県		中種子町		総務課

		135		1		2		1		3												岐阜県		恵那市		建設部建設政策課

		136		2		2		1		3		5		7								東京都		足立区		都市建設部企画調整課		・無電柱化事業は、道路の大規模改築時に合わせて行うことが多い。このため、ほとんどの事案で既に国土交通省都市局、道路局、住宅局などの補助金を受け入れている。既存の補助メニューに対し、無電柱化に係る部分を補助対象範囲として加えていただけるよう要望する。
・足立区では、木造密集市街地が多く、道路幅員が十分に確保できていない路線についても防災の観点から無電柱化が強く求められている。このため、狭い道路でも無電柱化を行えるよう、トランスの省スペース化などを含めた技術開発を要望する。
・無電柱化を進めるには、共同溝に施設を占用する電気、通信事業者だけでなく既設の埋設管を所有する上下水道、ガス事業者の協力も不可欠である。こうした各事業者への財政的負担軽減や事業者との調整を効率的に行える仕組みの構築を要望する。

		137		3		3		1														奈良県		天川村		総務課長　森田治秀		　本村におきまして、一部地域で町並みづくりの事業を実施いたしましたが、無電柱化も検討しましたがいかんせんコストがべらぼうに高くつくため実施できませんでした。国などの有利な財源処置を望みます。

		138		3		3		8														奈良県		宇陀市		まちづくり推進課		室生寺参道について、無電柱化の検討をいただければと思います。

		139		3		3		2		8												福岡県		八女市		建設経済部建設課

		140		3		3		1		4		6										高知県		安芸市		建設課　自動車道推進室

		141		2		1		1		3		4		5		6		7				東京都		八王子市		道路交通部路政課		・無電柱化事業に要する費用の補助の拡充　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・地上機器設置のための公共用地の利用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・地上機器設置のための用地買収費の補助

		142		1		1		1		5		6		7								福島県		郡山市		建設交通部道路建設課

		143		1		3		1		3		4		5								千葉県		習志野市		都市整備部道路交通課		低価格で施工できる工法の開発や補助率の見直しなど自治体負担が減となる取り組みが必要と考える。
また、整備工事だけでなく台帳整備に要する費用も補助対象となるよう希望します。

		144		3		3		1		8												奈良県		十津川村		総務課		特になし。本村では、世界遺産や史跡周辺の無電柱化を考えております。直ぐに対応する状況にはありませんが、今後ともよろしくお願いします。

		145		3		2		1		5		7										山梨県 ケン		富士吉田市		都市基盤部　都市政策課

		146		3		3		1		2		5		8								新潟県		村上市		都市計画課		・電力会社、通信会社への必要性の周知

		147		1		2		1		4		5		7								京都府		長岡京市		建設交通部まちづくり政策監

		148		1		2		1		3		4		5		6		7				埼玉県		朝霞市		都市建設部道路整備課		・無電柱化のための財政的な支援制度の充実（国、県）
・無電柱化の低コスト化、省スペース化等最新技術の情報提供（国、県）

		149		1		3		1		3		6										東京都		墨田区		都市整備部道路公園課		・引込連系管路工事については、各自治体が施行しているが、工事費に対する
　補助割合が低いため、財政負担が大きい。（事業費の概ね１割が補助金額）
　更なる財政的援助（国及び都道府県）を望む。
・地中化事業では、歩道全体を工事するため、最後の工程である復旧工事では、
　必ずバリアフリー化を行う規定にして欲しい。（歩道のセミフラット化）
　合わせて、補助金も充実して欲しい。
　

		150		2		1		1		3		4		5		6		7				東京都		目黒区		都市整備部土木工事課土木計画係		・狭隘な道路における無電柱化及び低コスト手法導入を想定した国次期計画の策定及び都マニュアルの改定

		151		3		3		1		10												千葉県		木更津市		都市整備部　土木課

		152		3		3		1		2		4		5								北海道		深川市		建設水道部都市建設課		・低コスト手法の早期導入
・緊急輸送路以外路線についても無電柱化の推進
・街路事業整備済み路線の無電柱化事業の基幹事業対象化など、財政面負担の軽減化

		153		2		3		1		5		7		8								兵庫県		川西市		都市整備部

		154		2		3		1		3		4		6		7						東京都		江戸川区		土木部計画調整課		・無電柱化事業に要する費用の補助の拡大
・技術開発による電線共同溝や地上器のコンパクト化

		155		1		3		1		4		5		6		7						東京都		中野区		都市基盤部道路・公園管理分野

		156		1		1		1		4		5		7								山口県		萩市		土木建築部土木課

		157		3		3		1		2		5		8								鹿児島県		宇検村		総務企画課

		158		3		3		1														富山県		小矢部市		産業建設部建設課

		159		1		1		1		3		4		5		6		7				茨城県		日立市		都市建設部		　当市の道路行政については、優先的に整備しなければならない道路改良や歩道設置箇所が、数多く残っていますが、国庫補助費、市単独費とも十分には予算が確保されていない状況にあります。
　そのような中、無電柱化事業までは予算を回せず、計画はありますが事業化の目途は立っておりません。
　無電柱化の必要性については十分理解していますので、補助率100％等の市の裏負担なしで事業ができるような制度があれば、事業化を検討したいと思います。

		160		1		1		1		3		5										石川県		白山市		建設部土木課		・国の施策で行うものであり、的確な補助金（交付金）をお願いしたい。

		161		1		3		1		5		7										宮城県		大崎市		建設部都市計画課		・無電柱化は防災面や景観面等のメリットが大きいなど必要性等はある程度理解されていると思われるが，やはり費用がかかることがネックとなる。
無電柱化への手厚い補助金の検討をお願いし，さらなる無電柱化促進をお願いしたい。

		162		1		3		1		3		6		7								埼玉県		川越市		都市計画部都市計画課		無電柱化を促進させるためには、コスト、工事期間や占用幅員の問題など様々な課題が考えられる。よって、浅層埋設方式や柱状型機器の導入など、先進的な工法を取り入れて行うことができるよう、電力会社や通信会社に働きかけて行くべきと考えます。

		163		1		1		1		3		6		7								神奈川県		横浜市		道路局計画調整部企画課		＜当会に望むこと＞
　情報共有の徹底を図っていただきたい。
　

		164		1		3		1		3		6		7								東京都		品川区		防災まちづくり部道路課

		165		1		1		1		3		5		7								新潟県		新潟市		土木部道路計画課		・国で検討を進めている「無電柱化ガイドライン」を早期に策定し，低コスト手法などの
　今後の方針を明示していただきたい。
・緊急輸送道路以外の無電柱化事業においても，交付金の重点配分対象となるように
　していただきたい。

		166		1		2		1		5												愛知県		小牧市		都市建設部道路課		　自治体としては、無電柱化を進めていく必要性は十分理解しているが、実施していくためには資金に余裕がないのが現状であります。
　また、無電柱化は電力・通信会社にとっても資金負担が大きいことや、維持管理においては目視点検等ができないなど、積極的に執り行うことへのメリットがないとの声も聞いております。
　そのため、自治体への交付金の充実や電力・通信会社へもメリットが享受できるような仕組みづくりを希望します。

		167		2		1		1		6		7										東京都		新宿区		みどり土木部道路課		　①財政的な負担軽減
　②トランス置場確保のため、都道など他自治体との連携による整備方法の確立

		168		3		3		1		3		4		7								愛媛県		内子町		建設デザイン課		国・県における具体的な技術的指導。

		169		1		3		1		2		3		5		6		7		8		長野県		諏訪市		建設部建設課管理計画係

		170		3		3		1														大阪府		泉佐野市		都市整備部　道路公園課

		171		1		3		1		5												静岡県		焼津市		都市基盤部　道路課		・無電柱化推進計画について、中心市街地における無電柱化が完了していることから、現在のところ新たな無電柱化計画はない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・緊急輸送路の整備において、市街化調整区域等の沿線に住宅が密集していない地域は電気及び通信設備利用者が少なく、電力会社や通信会社との無電柱化の合意形成が難しい。緊急輸送路整備に関して、無電柱化が絶対条件となってしまうと、緊急輸送路の整備に金銭的な負担が生じ、事業の実施に支障となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・無電柱化事業の実施には、電力会社や通信会社との合意形成が必要であるが、電力会社や通信会社の金銭的な負担が多く、過去の事業実施時に調整に苦労したことから、事業の実施は難しいと考える。

		172		2		3		1		5		6		7								長崎県		佐世保市		土木政策・管理課

		173		3		3		1		8												北海道		余市町		総務部企画政策課

		174		3		3		4		5		6										山形県		酒田市		建設部土木課

		175		3		3		1		7		8		10								鹿児島		与論町		総務企画課		　本町は、鹿児島市から約563km離れた外海離島であり、特に夏場にかけては台風の常襲地帯である。近年、台風の大型化に伴い、電柱の倒壊による長期停電に加え交通網の遮断等が余儀なくされ、電気の復旧や道路交通の復旧に至るまでかなりの時間を要している現状である。このことから、災害時における情報伝達機能の遮断や救援救助などに大きく影響を受け無電柱化に対する地域の要望が極めて強いものとなっている。災害に強いまちづくりの推進のために早期に無電柱化を図りたい。併せて本町は観光産業が盛んな地域で特に景観整備の観点からも快適な通行空間の確保や生活空間の改善、豊かな自然環境との調和を図る上においても本事業を推進したい。　

		176		1		3		1		3		5		7								埼玉県		和光市		建設部　都市整備課		●電気・通信事業者の協力義務化や費用負担増
●国庫補助金の充実（内示増額）
●トランス（地上変圧器）の小型化
●電線の直接埋設等の規制緩和

		177		1		1		1		6		7										京都府		向日市		道路整備課

		178		1		3		1		4		5										岐阜県		可児市		建設部　都市計画課　総務係		・要請者負担方式での推進は住民の理解が得られにくいので、電線管理者にも相応の負担を
　求めるルール作りや、電力会社などの対応を統一できるようなガイドラインが必要ではない
　か。

・県内の無電柱化会議の情報が欲しい。

・無電柱化のメリットとデメリットを示して欲しい。

		179		1		3		1		2		8										奈良県		田原本町		企画財政室総合政策課		補助金の交付

		180		2		3		1		5		8										三重県		伊勢市		都市整備部 基盤整備課		１．防災安全にかかる補助メニューとして、緊急避難路における無電柱化だけでなく、観光地
　における防災及び景観対策としての無電柱化も重点的に国費の充当をお願いしたい。

２．電線共同溝による無電柱化を進めるときに、既設埋設物が多数あり、接続桝等を埋設
　するのが困難な場合があるので、より省スペースな工法の開発を検討いただきたい。

		181		1		1		1		4		5		6		7						神奈川県		茅ヶ崎市		道路管理課		　電気事業者や通信事業者との調整に期間を要すことから、すみやかに調整が済むようなルールや体制づくりについて、整備の推進が必要かと思われます。
　また、事業を実施するにあたり、技術的な課題や、事務手続きの懸案などについて、市区町村に対してサポートする、支援センターなどの体制作りが必要かと思われます。
　なお、各種の研修会等を行う場合については、参加させて頂きたいと思います。

		182		3		3		1		2		8										奈良県		五條市		まちづくり推進課		国が推進するのであれば、補助率のアップや技術的な研修などを実施してもらいたい

		183		2		3		1		2		8										沖縄県		与那原町		まちづくり課

		184		1		3		1		2		5		6		7		8		10		千葉県		館山市		建設環境部建設課		・災害時等有効な工事箇所及びシンボル的な施工箇所の無電柱化について、共同溝（電気・ガス・水道等）等の設計及び業者調整等の設計業務、工事費は、100％補助願いたい。
・無電柱化事業への補助金の充実、電力会社や通信会社への事業推進に対するバックアップ。
・以下のような道路管理者の疑問や問題点への事例紹介などのケアやサポート。
①今までは、目視等により断線や破損を確認できたが、地中化したことによりその確認方法は、ど　のようにおこなうのか？特に原因となる箇所を、早急に把握できるのか？
②緊急を要する工事となったときに、道路管理者や交通管理者等への事務処理の関係で対応が遅くなってしまわないのか？
③館山市内の市道は幅員が狭く、水道管やガス管などが布設されている状況で無電柱化するには、ハンドホール（メンテナンス用桝）の小型化が必要である。
④市内の既存道路は一部を除き歩道が無く、特に市街地は道路に張り付くように住宅が建っているところが多いため、用地の確保が問題となる。

		185		1		3		1														京都府		木津川市		まちづくり事業推進室（取りまとめ）、学研企画課、都市計画課		国庫補助の充当率を上げていただきたい。

		186		1		2		1		3		5										広島県		廿日市市		建設部建設総務課

		187		3		3		1		6		7										福島県		柳津町		建設課

		188		1		1		1		4		5		6		7						大阪府		高槻市		都市創造部　道路課		○　地上機器等のコンパクト化に関する技術的な開発支援
○　細街路に対する電線共同溝の省力化（管路の直接埋設など）
○　電力会社および通信会社への円滑な協議に向けての協力

		189		2		1		1		3		6										東京都		港区		街づくり支援部土木課		　国、都道府県においても当会からの要望に対する政府の反応などを踏まえ、区市町村はもとより関係事業者が法案に基づき積極的に実施する無電柱化の推進に係る事業等に対して総合的かつ継続的な新しい施策を速やかに創設されたい。また、既存の社会資本整備総合交付金制度における補助金の増額はもとより、補助対象事業費に対する補助率の引上げをされたい。
　さらに、区市町村道における電線類地中化を進め、都市防災機能の向上や美しい街並み景観を形成するため、国道や都道府県道における地上機器の設置場所の確保を支援するとともに、東京電力などと協力し、道路幅員が狭くても設置可能であり、また地先の協力が得られやすくなるよう地上機器のコンパクト化など技術開発を早急に進めること。
　また、沿道の民有地等を活用し整備が促進されるよう、固定資産税の軽減や容積割増など所有者に対する新たな制度を創設すること。

		190		1		2		1		3		4		5		6		7				奈良県		奈良市		建設部　道路建設課		多額な事業費がかかるため、手厚い国からの補助が必要である。

		191		3		3		1		5		7										和歌山県		岩出市		事業部土木課

		192		3		3		1		2		5		6		7		8				愛知県		長久手市		建設部土木課

		193		1		3		1		3		4		6		8						岐阜県		飛騨市		基盤整備部　都市整備課

		194		3		2		1		8												宮城県		七ヶ宿町		農林建設課

		195		1		3		1		5		6		7								栃木県		栃木市		建設水道部　道路課		・無電柱化の推進に係る法整備と併せ国の補助制度の充実を図ってもらいたい。

・電線管理者の積極的な協力が得られるよう、国や当会から働きかけてもらいたい。

		196		3		3		1		5		8										沖縄県		北中城村		建設課　都市計画係		通常、早期合意路線として承認が決まり設計等の調整を行う流れとのことだと思うが、合意前に設計及び事業を行うための「予算を確保されている」等の調査項目がある。合意路線の承認基準に影響があるのか。（合意前の予算確保が難しい現状である。）合意前に電線管理者と調整を行うことも可能なのか。今後、無電柱化事業を行うにあたり細かく事業の進め方を周知できるよう要望したい。
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質問４

		質問４集計 シツモンシュウケイ

														47		25		11		7		11		10		7		16				7		46		3		7		25		11		5		5		3		1		2		7		1		9		1		1		1		4

				都道府県 トドウフケン		市区町村 シクチョウソン		所属課 ショゾクカ		内容 ナイヨウ				補助金拡充（要件緩和や財源確保等を含む） ホジョキンカクジュウヨウケンカンワザイゲンカクホトウフク		低コスト手法の早期実用化 テイシュホウソウキジツヨウカ		事例紹介 ジレイショウカイ		早期の法整備 ソウキホウセイビ		電線管理者への協力要請 デンセンカンリシャキョウリョクヨウセイ		技術面での支援 ギジュツメンシエン		地上機器の設置場所に関する方策検討 チジョウキキセッチバショカンホウサクケントウ		その他 タ				早期の法整備 ソウキホウセイビ		補助金拡充（要件緩和や財源確保等を含む） ホジョキンカクジュウヨウケンカンワザイゲンカクホトウフク		計画策定や台帳整備等に対する補助制度創設 ケイカクサクテイダイチョウセイビトウタイホジョセイドソウセツ		地上機器の設置場所に関する方策検討 チジョウキキセッチバショカンホウサクケントウ		低コスト手法の早期実用化 テイシュホウソウキジツヨウカ		事例紹介 ジレイショウカイ		講習会や勉強会の実施 ジッシ		国や都道府県における無電柱化の実施 クニトドウフケンムデンチュウカジッシ		次期無電柱化計画（ガイドライン）の策定 ジキムデンチュウカケイカクサクテイ		ブロック単位での協議会の立ち上げ タンイキョウギカイタア		関係者（電線管理者、事業者含む）を交えた意見交換会の実施 カンケイシャデンセンカンリシャジギョウシャフクマジイケンコウカンカイジッシ		技術面での支援 ギジュツメンシエン		法整備に合わせた事前調整方法や設計要領などの示方書の策定 ホウセイビアサクテイ		電線管理者への積極的・協力的な対応についての指導		電共事業と合わせた水道事業の老朽管対策の円滑な実施 デンキョウジギョウアスイドウジギョウロウキュウカンタイサクエンカツジッシ		他の占用事業と同様、事業者負担への動きの推進 ホカセンヨウジギョウドウヨウウゴスイシン		無電柱化の対象についての考察 ムデンチュウカタイショウコウサツ		その他 タ

		1		岡山県		倉敷市		建設局　事業推進課		早期の法整備と補助金拡充				○						○												○		○

		2		東京都		葛飾区		都市整備部道路建設課		①国・都道府県に臨むこと
・無電柱化推進計画策定が努力義務となった際には、委託費に関する国・都の補助制度の創設を希望する。
・地上機器の設置場所に関する方策の検討をお願いしたい。
・低コスト手法の早期実用化をお願いしたい。

②会に臨むこと
・狭幅員道路における整備事例の紹介をお願いしたい。				○		○		○								○										○		○		○		○

		3		北海道		小平町		企画振興課		（その他情報として記載）

　当町では当初観光開発事業（旧まちづくり交付金事業）で、国指定の文化財周辺の無電柱化を検討したが、北海道とも調整し、結果的にはゾーンの電柱の裏回し事業を平成28年度に実施予定である。
　本アンケートには、地中化と捉え回答させていただきます。

		4		石川県		加賀市		建設部都市計画課		１．事業メニュー拡大及び要件緩和
２．補助率アップ				○																				○

		5		石川県		野々市市		産業建設部建設課		先進国の現状に近づけるため、無電柱化に関する補助制度の要件緩和を望む。				○																				○

		6		長野県		須坂市		まちづくり推進部まちづくり課		低コストで無電柱化を実施することができる施策や体制作りをお願いしたい。						○																								○

		7		香川県		丸亀市		建設水道部建設課		本市の市役所周辺は、過去に電線地中化の事業を実施している。
しかしながら、今後電線の地中化事業を実施する際には、整備コストなど事業実施の障壁となるものが多い。
　このことから、無電柱化の推進に関する法律が制定され、技術開発を含めたコスト縮減対策が図られればと強い期待感を持っている。						○				○												○								○

		8		長野県		白馬村		総務課		　特に景観等を考慮した優良な事例となり得るモデル地区を指定し、事業効果が可視化となるような取り組みを国・県に働きかけて欲しい。								○																								○

		9		長野県		千曲市		都市計画課		（国へ）良好な景観の形成のために、無電柱化の推進は極めて重要であると考えます。
法律案の早期成立を望みます。										○												○

		10		静岡県		富士市		建設部　道路整備課		富士市では、質問１で回答したとおり、無電柱化事業を実施した経験はあるが、ここ数年は財政的な理由等で事業が停滞しており、事業を経験した職員が人事異動でいなくなり、現在の体制では理解した職員がいない状態であるため、事業の進め方に関するノウハウの継承も危うい状況です。事業実施に関する講習会や勉強会の様な物を開催していただければありがたい。また、無電柱化法案には、市町村の無電柱化推進計画の策定が努力義務として示されているため、法案が成立した場合、計画策定のための情報提供や講習会の開催などをしていただけるとありがたい。														○																				○

		11		和歌山県		橋本市		建設部まちづくり課		当市では、国道区域内における無電柱化事業を国交省が行っているが、市単独事業としての予算化が非常に難しい。必要性は充分理解しているので、補助金等の策定をお願いしたい。				○																				○

		12		福井県		小浜市		産業部　都市整備課		当市では、平成２８年度から重伝建地区で電柱化工事を実施すべく設計中である。無電柱化の知識がないため、事業者との調整が困難である。今後無電柱化を推進していく上で、研修会等の開催（できれば近くで）をお願いしたい。														○																				○

		13		鳥取県		米子市		建設企画課		　緊急輸送道路は、災害直後から、緊急物資を迅速に輸送する必要があるため、まずは、指定された緊急輸送道路から無電柱化を進めてもらいたい。																		○																		○

		14		奈良県		三郷町		建設経済課		無電柱化でメリットが大きいことは認識していますが、やはり整備コストの問題と災害時の復旧時間の問題がとても気にかかるところです。						○																								○

		15		大分県		大分市		土木管理課		　○国に対しては、早期に次期無電柱化計画（ガイドライン）を策定して頂きたい。
　○当会ついては、支部（九州等）単位での協議会の立ち上げを望む。（課題等を検討する機関）																		○																				○		○

		16		京都府		宇治市		建設部 道路建設課		低コスト工法の開発の推進						○																								○

		17		岐阜県		関市		建設部都市整備課		　幹線道路について、優先的に無電柱化を推進していく場合でも、昨今の補助金内示率の状況から、計画的に事業を推進していくことは、非常に困難であると思われます。
　財源措置（地方自治体の裏負担）も含め、効率よく事業を推進するため、他市で特段の方策等があればご教授願いたい。
※現時点で、喫緊に実施予定の箇所はありませんが、今後の事業実施においての参考としたい。				○																				○

		18		岩手県		久慈市		建設部土木課		災害の防止、安全で円滑な交通の確保、良好な景観の形成などを図るため、無電柱化の推進に関し、公共施設の確保や生活の向上、地域経済の健全な発展に貢献する無電柱化の推進に関する法律案の早期成立を望みます。										○												○

		19		東京都		練馬区		土木部計画課地中化推進係		・事業に対する補助金等の財政支援
・低コスト手法の早期確立				○		○																		○						○

		20		奈良県		大和郡山市		都市建設部管理課		　当市においては、ほとんど実績がないため関係者との調整方法、工事費用負担など参考になる事例があれば紹介していただきたい。								○																								○

		21		広島県		三原市		建設部土木建設課		　国に対し，無電柱化を推進するための積極的な財政措置をお願いしたい。				○																				○

		22		静岡県		湖西市		都市整備部・都市計画課		低コストで施工可能な無電柱化事業の紹介。
無電柱化事業に対する事業費への補助率アップもしくは創設。（国庫及び県費）
電線事業者及び占用許可権者と事業実施担当者を交えた意見交換会の実施。				○				○				○												○								○										○

		23		静岡県		富士宮市		都市整備部管理課		共同溝の工事費を安価にする技術や方法を、国や県で奨励していただきたい。						○																								○

		24		東京都		荒川区		防災都市づくり部		◎　「地域危険度が高いエリアでの補助拡大」
　当区では、密集事業の一環として、街の防災性向上に寄与する路線の無電柱化を実施しており、国費５０％、都費２５％の補助が活用できているが、無電柱化に要するコストそのものが高いことから整備延長が伸び悩んでいる。このため、オリンピック関連施設周辺エリアだけでなく、密集事業地区でなくても防災面で脆弱なエリアに対し、手厚い補助金の制度が創設されることを要望する。

◎「手続きが簡素かつ柔軟な制度の検討」
　電線共同溝設置工事は工期が長くなり、計画変更により進捗が確保できないケースがある。その場合、補助金は繰越手続き等が必要となるため、前もって整備延長を短く計画したり、補助額を抑えたりしている。これは結果的に自治体の財政負担増はつながり、無電柱化の事業拡大を遅らせる要因となっている。ついては、会計年度終了時点で工事完了した部分に応じた額が交付される（東京都は導入済み）など、手続きが簡素、かつ柔軟な運用の可能な新制度を検討願う。				○																				○

		25		東京都		豊島区		都市整備部　道路整備課		　財政面、技術面において、国、都の支援は必須だと考えます。また、都市部ならではの課題も多く、特に地上機器の置場が課題となっています。国道、都道への地上機器設置をお願いする場面も今後増加すると思われますので、法整備までは難しいとしても、ガイドラインなどで、管理者の異なる幅員の広い道路を積極的に活用できるような体制の整備をお願いしたいと思います。				○										○		○								○				○																○

		26		北海道		音更町		建設水道部　都市計画課		　当町では現在無電柱化を行う町道はありませんが、町内の国道整備に併せて無電柱化が計画されています。国道は生活基盤の骨格を成す道路でありますので、災害時の被害拡大防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成に資する「無電柱化推進法案」の早期成立を要望します。										○												○

		27		岐阜県		郡上市		建設部都市住宅課		　無電柱化推進計画としては、国の推進計画に路線を搭載し、電線管理者と合意調整が整った路線から順に整備をしていくこととしていますので、市独自の無電柱化計画はありません。ただし、実施のための事業計画たる社会資本総合整備計画（都市再生整備計画）は作成しています。
　現在進捗中の事業は、実施に向けた構想段階から合意調整までに約３年を費やし、結果的に要請者負担方式で整備を進めています。これまでも、具体的なプロセスについての情報不足を実感しています。
　また、完成までに管理規程等の例規整備を進める必要がありますが、参考文献なども乏しく、手探りの状態です。法案整備に合わせ、国からこれまで以上に細部に渡る、事前調整方法や設計要領などの示方書を出していただけると、安心して前に進める気がしています。																		○																												○

		28		東京都		江東区		土木部道路課		・区道では歩道のない生活道路が多い。そのため、事業を推進するためには、地上機器の地下化やコンパクト化について可能であれば、路線選定の幅が広がる。
・区道での電線共同溝事業費では、６億～８億/km（施設延長）の費用がかかっている。区財政では、事業の推進に歯止めとならざるを得ない。
・無電柱化を推進するために、単独地中化への補助制度の導入を図れないかを要望したい。
・国で現在進めている低コスト手法の実現性がどのぐらいあり、いつごろを目指しているのか知りたい。（国交省ＨＰは把握済である）
・今後維持管理していくうえで、特殊部や管路に損傷があり更新工事をするときや、クラック等の軽微な補修をするときに、高圧ケーブルや光ファイバー等の重要ライフラインがあるなかで、どのような手法で工事（補修）を実施するのか知りたい。				○		○																		○						○

		29		岐阜県		下呂市		建設部建築課		低コスト化が期待できる直接埋設方式や小型ボックス活用埋設方式等の導入						○																								○

		30		埼玉県		本庄市		都市整備部　建設課		事業コストが高く、電線事業者や地元との調整に時間を要するといった点が最大のネックとなっております。低コストで施工できる技術・規格等の開発とともに、助成制度の充実、事業者に対する一層の働きかけ、地域住民の協力を得るためのノウハウの収集・共有等を国・県には是非ともお願いしたい。				○		○		○																○						○		○

		31		岡山県		真庭市		建設部建設課		　当該事業に、電線管理者の積極的・協力的な対応を業界に指導いただきたい。

　当該事業と併せて、水道事業の老朽管対策が円滑に進められるような施策を進めていただきたい。												○						○																														○		○

		32		東京都		稲城市		都市建設部 都市計画課		【記入：稲城市長】
　無電柱化特措法の施行後にこれを実効性のあるものとするため、財源の確保などについてお願いしたい。
　また、現在の整備スキームを見直し、ガスや水道と同様に、過度に公的補助に依存せず、事業者の負担（最終的には消費者に転嫁）により、地中化を進める方向に移行する動きとしてほしい。				○														○						○																												○

		33		長野県		佐久市		建設部都市計画課		無電柱化が必要なのは、道路上のみなのか、視界に入るすべてなのかについての考察が必要と思われる。																		○																																				○

		34		静岡県		裾野市		建設部区画整理課		・無電柱化の低コスト工法の確立
・電力会社及び通信会社との合意の簡素化						○						○																		○																		○

		35		群馬県		太田市		都市計画課		工事期間が長期にわたることで、歩行者や、自転車の通行に支障が大きいため、交付金の配慮をお願いしたい。また、コスト削減にむけた研究開発や自治体職員の技術支援に力を入れてほしい。				○		○																		○						○

		36		東京都		台東区		都市づくり部 土木課		　電線管理者所管の機器類について、更なる性能向上および小型化を図ることにより、地上機や特殊部の設置数削減、設置スペースのコンパクト化を実現できるよう、研究開発を加速していただきたい。また、電線管理者に対しても、強く働きかけていただきたい。																○												○

		37		静岡県		御殿場市		都市建設部都市計画課		・低コスト工法の検討　・事業主体の負担軽減				○		○																		○						○

		38		岩手県		盛岡市		建設部		○国で検討されている直埋方式について，今後の見通しを知りたい。						○																								○

		39		高知県		四万十市		まちづくり課		質問２　ない（事業計画はないが、防災・景観の観点から無電柱化を推進したいと考えており、モデル地区を設置し、整備していくことで幅広く市民に周知し、理解を求めていきたい。）
コストが高いことが一番の難点。
電力会社からの支援や国補助の拡充をお願いしたい。				○																				○

		40		山形県		鶴岡市		建設部 都市計画課		　現状として無電柱化を推進する路線の多くは歩道のない若しくは歩道２．５ｍ以下の狭隘な路線が多く、地上機器の設置場所等の問題も含め電線共同溝等による地中化による無電柱化が困難な状況にあります。また、地中化以外による無電柱化においても現場条件が整わないなどの問題も多くあります。
①　無電柱化を推進していくためには電線管理者等との事前相談などが必要であると考えていますが、現状としては体制が図られていない状況にありますので、事前相談が図られるような体制づくりをお願いしたい。
②　無電柱化推進にあたっては無電柱化手法もさることながら費用も大きな課題となっていますので、低コスト手法の早期確立をお願いしたい。
③　道路拡幅を伴わない狭隘歩道や歩道のない箇所において無電柱化を図りたい路線を検討していくうえで、先進事例などの情報提供をお願いしたい。						○		○				○																		○		○																○

		41		鳥取県		鳥取市		都市企画課・道路課		　電力会社・通信会社との合意形成に相当の期間を費やし、事業の遅延や自治体の負担増に繋がる事例もある。法整備とあわせ、自治体等への財政支援制度の拡充を図るなど、真に事業推進に資する制度構築にご配慮いただきたい。				○						○												○		○

		42		愛知県		岡崎市		都市整備部都市計画課		「無電柱化実施予定箇所」の合意を７月か８月に通知いただいているところですが、工事の都合上、年度当初にいただけるようご配慮をお願いしたい。																		○																																						○

		43		富山県		氷見市 ヒミシ		都市計画・まちのグランドデザイン課 カ		継続的に事業を進めている自治体と違って、過去に終了し、ノウハウを持つ職員が異動・退職等により不在である。可能であれば基礎知識からの研修や電力事業との調整方法、障害となった協議まで、具体的な実務をご教示願いたい。（担当者レベルの実務研修や意見交換会を定例的に開催していただければ幸いです。）														○																				○

		44		富山県		黒部市		都市建設部建設課		　無電柱化を推進するにあたって、財政支援（１００％補助、交付税措置等）をお願いしたい。
また、電力自由化・通信の多様化に伴って電線管理者の負担も多くなることから、無電柱化に協力する事業者への補助等の充実を図り、使用者への負担が増えない措置等を講じていただければ無電柱化が推進されるのではないか。				○																				○

		45		奈良県		明日香村		地域づくり課		・狭隘路線での、事業化を促進するための事業実施方式の施工検証や標準化
　並びにコスト縮減に資する事業手法の導入
　　例）直接埋設、ボックスの小型化、浅層埋設等

・電力事業者並びに通信事業者の理解、協力が得やすい支援制度の整備						○																								○

		46		奈良県		王寺町		地域整備部まちづくり推進課		　国・県における無電柱化に向けた対象路線の増加及び交付金の追加措置を要望します。				○																				○

		47		宮崎県		綾町		建設課		無電柱化は防災面はもとより景観向上にも大きく寄与できるものであるが、コスト面で事業実施が困難な状況である。電線管理者も人口密集以外のエリアにおいては要請者負担でのみ合意の傾向がる。
今後は電線管理者及び自治体への補助支援を積極的に検討して頂きたい。				○																				○

		48		兵庫県		芦屋市		都市建設部道路課		技術的な課題や事例について，情報共有できるような仕組みを考えてほしい. また，無電柱化事業には多額の費用が掛かるので，補助制度の充実させてほしい				○				○																○								○

		49		和歌山県		和歌山市		建設局道路部道路政策課		整備費に配慮した財源措置をして欲しい。				○																				○

		50		兵庫県		伊丹市		都市交通部　道路室		　　・管路材の統一化
　・埋設深さの更なる浅埋設化と材質の検討
　・地上機器の縮小化。特に厚みを薄くして、歩道有効幅員への影響を少なくしてほしい。
　・ケーブル直接埋設による占用者（電気通信事業者）による施工。
　　（国から占用者へ補助金又は助成金）				○		○																		○						○

		51		東京都		杉並区		都市整備部土木計画課		１．国における低コストとなる手法の技術検討について、今後、多くの自治体において試験施工することが重要と考える。このため、工事費以外の設計費についても、補助支援をお願いしたい。
２．国民の理解促進に向け、無電注化の整備効果を工夫願いたい。
　（防災機能向上に関する定量的な説明など）				○				○																○								○

		52		富山県		射水市		都市整備部　都市計画課		無電柱化に対する財政支援を手厚くしていただきたい。				○																				○

		53		岐阜県		中津川市		基盤整備部　建設課		①無電柱化事業はコストが高く、地方自治体の負担が多くなり、事業実施が難しい為、補助率アップをお願いする。
⑤電力・通信の調整に時間を有する為、無電柱化事業に対しての手続簡素化をお願いする。				○								○												○																								○

		54		新潟県		見附市		建設課		・地域により基準など様々な面において差違があるように感じる。基準等の統一化を望む。
・無電柱化事業について知識を有する職員が少ないことから、基本的な事項を含めマニュアル化を希望する。						○																								○

		55		愛知県		一宮市		建設部道路課		・民地内への引込設備に係る費用負担について、現在、各自治体と各参画企業とで協議して決めていると思うが、根拠・指針となるものがなく、調整に困難をきたすことが予想されるため、具体的な指針を作って欲しい。																		○																																						○

		56		静岡県		静岡市		道路保全課		【国に対して】
・現在、国では「無電柱化低コスト手法技術検討委員会」を設置し、低コスト手法の導入について検討されておりますが、いつ頃を目途にとりまとめを行う予定であるか。
・「無電柱化推進法案」設立の動きがあると聞いているが、今後の予定について分かる範囲で確認したい。また、それに基づく無電柱化推進計画やガイドラインの策定の予定も併せて教えて頂きたい。						○				○								○				○								○								○

		57		千葉県		香取市		建設水道部都市整備課		　香取市の旧佐原市街地は、江戸時代から昭和初期に建てられた商家や土蔵が現在もその姿を残し、関東地方で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されるなど町並み形成に力をいれております。このため市では旧佐原市街地の市道部分について電線地中化を順次進めている状況です。
しかしながら旧佐原市街地を横断する千葉県道部分については電線地中化が未着手である事から、千葉県さんには千葉県道部分について順次電線地中化を進めていただきたくお願いしたい。																		○																		○

		58		青森県		黒石市		建設部　土木課		　これまで、景観へ形成を図るという観点から無電柱化事業を進めてきたが、災害の防止という観点も考えると、県管理道路についても、無電柱化の検討をお願いしたい。																		○																		○

		59		奈良県		大和高田市		環境建設部		補助制度の充実を図っていただきたい。				○																				○

		60		千葉県		酒々井町		総務課　政策秘書室		　無電柱化の施工に伴う低コスト化及び、先進技術の詳細な資料や実施事例の照会をお願いするとともに、関係各所（無電柱化に参画する占用各企業(電力事業者・通信事業者等)の現場レベル）において、行政と一体的な取り組みとして推進されるような、仕組みづくりをお願いしたいと思います。また、研修会等を定期的に開いていただき、無電柱化事業のプロセスの明確化、幅広い実施事例（小規模なものから、大規模なものまで）を用いた勉強会など、人材の育成にも引き続き取り組んでいただけたらと思います。								○				○																				○										○

		61		京都府		京丹後市		建設部　土木課		無電柱化は防災安全、良好な景観の形成・保全の観点から必要性・緊急性の高い事業であるが、地方部の市町村道で実施する場合は、電線事業者の理解が得られ難く要請者負担方式にならざるを得ないことから事業者（市町村）の負担が過大になるため、国の財政支援拡充が望まれる。				○																				○

		62		東京都		足立区		都市建設部企画調整課		・無電柱化事業は、道路の大規模改築時に合わせて行うことが多い。このため、ほとんどの事案で既に国土交通省都市局、道路局、住宅局などの補助金を受け入れている。既存の補助メニューに対し、無電柱化に係る部分を補助対象範囲として加えていただけるよう要望する。
・足立区では、木造密集市街地が多く、道路幅員が十分に確保できていない路線についても防災の観点から無電柱化が強く求められている。このため、狭い道路でも無電柱化を行えるよう、トランスの省スペース化などを含めた技術開発を要望する。
・無電柱化を進めるには、共同溝に施設を占用する電気、通信事業者だけでなく既設の埋設管を所有する上下水道、ガス事業者の協力も不可欠である。こうした各事業者への財政的負担軽減や事業者との調整を効率的に行える仕組みの構築を要望する。				○												○								○				○

		63		奈良県		天川村		総務課長　森田治秀		　本村におきまして、一部地域で町並みづくりの事業を実施いたしましたが、無電柱化も検討しましたがいかんせんコストがべらぼうに高くつくため実施できませんでした。国などの有利な財源処置を望みます。				○																				○

		64		奈良県		宇陀市		まちづくり推進課		室生寺参道について、無電柱化の検討をいただければと思います。																		○																		○

		65		東京都		八王子市		道路交通部路政課		・無電柱化事業に要する費用の補助の拡充　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・地上機器設置のための公共用地の利用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・地上機器設置のための用地買収費の補助				○												○								○		○		○

		66		千葉県		習志野市		都市整備部道路交通課		低価格で施工できる工法の開発や補助率の見直しなど自治体負担が減となる取り組みが必要と考える。
また、整備工事だけでなく台帳整備に要する費用も補助対象となるよう希望します。				○																				○		○

		67		奈良県		十津川村		総務課		特になし。本村では、世界遺産や史跡周辺の無電柱化を考えております。直ぐに対応する状況にはありませんが、今後ともよろしくお願いします。

		68		新潟県		村上市		都市計画課		・電力会社、通信会社への必要性の周知												○																																				○

		69		埼玉県		朝霞市		都市建設部道路整備課		・無電柱化のための財政的な支援制度の充実（国、県）
・無電柱化の低コスト化、省スペース化等最新技術の情報提供（国、県）				○		○										○								○				○		○

		70		東京都		墨田区		都市整備部道路公園課		・引込連系管路工事については、各自治体が施行しているが、工事費に対する
　補助割合が低いため、財政負担が大きい。（事業費の概ね１割が補助金額）
　更なる財政的援助（国及び都道府県）を望む。
・地中化事業では、歩道全体を工事するため、最後の工程である復旧工事では、
　必ずバリアフリー化を行う規定にして欲しい。（歩道のセミフラット化）
　合わせて、補助金も充実して欲しい。				○																				○

		71		東京都		目黒区		都市整備部土木工事課土木計画係		・狭隘な道路における無電柱化及び低コスト手法導入を想定した国次期計画の策定及び都マニュアルの改定																		○																				○

		72		北海道		深川市		建設水道部都市建設課		・低コスト手法の早期導入
・緊急輸送路以外路線についても無電柱化の推進
・街路事業整備済み路線の無電柱化事業の基幹事業対象化など、財政面負担の軽減化				○		○												○						○						○						○

		73		東京都		江戸川区		土木部計画調整課		・無電柱化事業に要する費用の補助の拡大
・技術開発による電線共同溝や地上器のコンパクト化				○		○																		○						○

		74		茨城県		日立市		都市建設部		　当市の道路行政については、優先的に整備しなければならない道路改良や歩道設置箇所が、数多く残っていますが、国庫補助費、市単独費とも十分には予算が確保されていない状況にあります。
　そのような中、無電柱化事業までは予算を回せず、計画はありますが事業化の目途は立っておりません。
　無電柱化の必要性については十分理解していますので、補助率100％等の市の裏負担なしで事業ができるような制度があれば、事業化を検討したいと思います。				○																				○

		75		石川県		白山市		建設部土木課		・国の施策で行うものであり、的確な補助金（交付金）をお願いしたい。				○																				○

		76		宮城県		大崎市		建設部都市計画課		・無電柱化は防災面や景観面等のメリットが大きいなど必要性等はある程度理解されていると思われるが，やはり費用がかかることがネックとなる。
無電柱化への手厚い補助金の検討をお願いし，さらなる無電柱化促進をお願いしたい。				○																				○

		77		埼玉県		川越市		都市計画部都市計画課		無電柱化を促進させるためには、コスト、工事期間や占用幅員の問題など様々な課題が考えられる。よって、浅層埋設方式や柱状型機器の導入など、先進的な工法を取り入れて行うことができるよう、電力会社や通信会社に働きかけて行くべきと考えます。												○																																				○

		78		神奈川県		横浜市		道路局計画調整部企画課		＜当会に望むこと＞情報共有の徹底を図っていただきたい。								○																								○

		79		愛媛県		内子町		建設デザイン課		国・県における具体的な技術的指導。														○																														○

		80		静岡県		焼津市		都市基盤部　道路課		・無電柱化推進計画について、中心市街地における無電柱化が完了していることから、現在のところ新たな無電柱化計画はない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・緊急輸送路の整備において、市街化調整区域等の沿線に住宅が密集していない地域は電気及び通信設備利用者が少なく、電力会社や通信会社との無電柱化の合意形成が難しい。緊急輸送路整備に関して、無電柱化が絶対条件となってしまうと、緊急輸送路の整備に金銭的な負担が生じ、事業の実施に支障となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・無電柱化事業の実施には、電力会社や通信会社との合意形成が必要であるが、電力会社や通信会社の金銭的な負担が多く、過去の事業実施時に調整に苦労したことから、事業の実施は難しいと考える。

		81		鹿児島		与論町		総務企画課		　本町は、鹿児島市から約563km離れた外海離島であり、特に夏場にかけては台風の常襲地帯である。近年、台風の大型化に伴い、電柱の倒壊による長期停電に加え交通網の遮断等が余儀なくされ、電気の復旧や道路交通の復旧に至るまでかなりの時間を要している現状である。このことから、災害時における情報伝達機能の遮断や救援救助などに大きく影響を受け無電柱化に対する地域の要望が極めて強いものとなっている。災害に強いまちづくりの推進のために早期に無電柱化を図りたい。併せて本町は観光産業が盛んな地域で特に景観整備の観点からも快適な通行空間の確保や生活空間の改善、豊かな自然環境との調和を図る上においても本事業を推進したい。　

		82		埼玉県		和光市		建設部　都市整備課		●電気・通信事業者の協力義務化や費用負担増
●国庫補助金の充実（内示増額）
●トランス（地上変圧器）の小型化
●電線の直接埋設等の規制緩和				○		○						○												○						○																		○

		83		岐阜県		可児市		建設部　都市計画課　総務係		・要請者負担方式での推進は住民の理解が得られにくいので、電線管理者にも相応の負担を
　求めるルール作りや、電力会社などの対応を統一できるようなガイドラインが必要ではない
　か。

・県内の無電柱化会議の情報が欲しい。

・無電柱化のメリットとデメリットを示して欲しい。																		○																																						○

		84		奈良県		田原本町		企画財政室総合政策課		補助金の交付				○																				○

		85		三重県		伊勢市		都市整備部 基盤整備課		１．防災安全にかかる補助メニューとして、緊急避難路における無電柱化だけでなく、観光地
　における防災及び景観対策としての無電柱化も重点的に国費の充当をお願いしたい。

２．電線共同溝による無電柱化を進めるときに、既設埋設物が多数あり、接続桝等を埋設
　するのが困難な場合があるので、より省スペースな工法の開発を検討いただきたい。				○		○																		○						○

		86		神奈川県		茅ヶ崎市		道路管理課		　電気事業者や通信事業者との調整に期間を要すことから、すみやかに調整が済むようなルールや体制づくりについて、整備の推進が必要かと思われます。
　また、事業を実施するにあたり、技術的な課題や、事務手続きの懸案などについて、市区町村に対してサポートする、支援センターなどの体制作りが必要かと思われます。
　なお、各種の研修会等を行う場合については、参加させて頂きたいと思います。												○		○																				○										○				○

		87		奈良県		五條市		まちづくり推進課		国が推進するのであれば、補助率のアップや技術的な研修などを実施してもらいたい				○										○										○										○										○

		89		千葉県		館山市		建設環境部建設課		・災害時等有効な工事箇所及びシンボル的な施工箇所の無電柱化について、共同溝（電気・ガス・水道等）等の設計及び業者調整等の設計業務、工事費は、100％補助願いたい。
・無電柱化事業への補助金の充実、電力会社や通信会社への事業推進に対するバックアップ。
・以下のような道路管理者の疑問や問題点への事例紹介などのケアやサポート。
①今までは、目視等により断線や破損を確認できたが、地中化したことによりその確認方法は、ど　のようにおこなうのか？特に原因となる箇所を、早急に把握できるのか？
②緊急を要する工事となったときに、道路管理者や交通管理者等への事務処理の関係で対応が遅くなってしまわないのか？
③館山市内の市道は幅員が狭く、水道管やガス管などが布設されている状況で無電柱化するには、ハンドホール（メンテナンス用桝）の小型化が必要である。
④市内の既存道路は一部を除き歩道が無く、特に市街地は道路に張り付くように住宅が建っているところが多いため、用地の確保が問題となる。				○				○						○										○								○												○

		90		京都府		木津川市		まちづくり事業推進室（取りまとめ）、学研企画課、都市計画課		国庫補助の充当率を上げていただきたい。				○																				○

		93		大阪府		高槻市		都市創造部　道路課		○　地上機器等のコンパクト化に関する技術的な開発支援
○　細街路に対する電線共同溝の省力化（管路の直接埋設など）
○　電力会社および通信会社への円滑な協議に向けての協力						○						○		○																○														○				○

		94		東京都		港区		街づくり支援部土木課		　国、都道府県においても当会からの要望に対する政府の反応などを踏まえ、区市町村はもとより関係事業者が法案に基づき積極的に実施する無電柱化の推進に係る事業等に対して総合的かつ継続的な新しい施策を速やかに創設されたい。また、既存の社会資本整備総合交付金制度における補助金の増額はもとより、補助対象事業費に対する補助率の引上げをされたい。
　さらに、区市町村道における電線類地中化を進め、都市防災機能の向上や美しい街並み景観を形成するため、国道や都道府県道における地上機器の設置場所の確保を支援するとともに、東京電力などと協力し、道路幅員が狭くても設置可能であり、また地先の協力が得られやすくなるよう地上機器のコンパクト化など技術開発を早急に進めること。
　また、沿道の民有地等を活用し整備が促進されるよう、固定資産税の軽減や容積割増など所有者に対する新たな制度を創設すること。				○										○		○		○						○				○																○												○

		95		奈良県		奈良市		建設部　道路建設課		多額な事業費がかかるため、手厚い国からの補助が必要である。

		96		栃木県		栃木市		建設水道部　道路課		・無電柱化の推進に係る法整備と併せ国の補助制度の充実を図ってもらいたい。

・電線管理者の積極的な協力が得られるよう、国や当会から働きかけてもらいたい。

		97		沖縄県		北中城村		建設課　都市計画係		通常、早期合意路線として承認が決まり設計等の調整を行う流れとのことだと思うが、合意前に設計及び事業を行うための「予算を確保されている」等の調査項目がある。合意路線の承認基準に影響があるのか。（合意前の予算確保が難しい現状である。）合意前に電線管理者と調整を行うことも可能なのか。今後、無電柱化事業を行うにあたり細かく事業の進め方を周知できるよう要望したい。
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		18								宮城県 ミヤギケン		南三陸町 ミナミサンリクチョウ				佐藤　仁 サトウジン		建設課 ケンセツカ		課長補佐兼建設総務係長　阿部誠 カチョウホサケンケンセツソウムカカリチョウアベマコト		0226-46-1377		kensetsu@town.minamisanriku.miyagi.jp

		19								秋田県 アキタケン		大館市 オオダテシ				福原　淳嗣 フクハラジュンツグ		建設部土木課 ケンセツブドボクカ		課長補佐　佐々木金義 カチョウホサササキカネギ		0186-43-7078		do.kanri@city.odate.lg.jp

		20								秋田県 アキタケン		仙北市 センボクシ				門脇　光浩 カドワキヒカヒロシ		建設課 ケンセツカ		鳴村 ナムラ		0187-43-2294		kensetsu@city.semboku.akita.jp

		21								山形県 ヤマガタケン		鶴岡市 ツルオカシ		○		榎本　政規 エノモトセイキ		都市計画課 トシケイカクカ		都市計画係専門員　後藤英記 トシケイカクカカリセンモンインゴトウヒデキ		0235-25-2111（内線493） ナイセン		hideki-gotou@city.tsuruoka.yamagata.jp

		22								山形県 ヤマガタケン		酒田市 サカタシ		○		丸山　至 マルヤマイタル		建設部土木課 ケンセツブドボクカ		調整主査　杉山稔 チョウセイシュサスギヤマミノル		0234-26-5467		doboku@city.sakata.lg.jp

		23								山形県 ヤマガタケン		金山町 カネヤマチョウ				鈴木　洋 スズキヨウ		環境整備課 カンキョウセイビカ		主任技師　松田大介 シュニンギシマツダダイスケ		0233-52-2111		kensetu@town.kaneyama.yamagata.jp

		24								福島県 フクシマケン		会津若松市 アイヅワカマツ				室井　照平		道路建設課 ドウロケンセツカ		小澤 オザワ		0242-39-1266		kensetsu@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

		25								福島県 フクシマケン		郡山市 コオリヤマシ		○		品川　萬里 シナガワマンリ		建設交通部道路建設課 ケンセツコウツウブドウロケンセツカ		技師　渡部彩佳（わたなべ） ギシワタベサヤカ		024-924-2291		dourokensetsu@city.koriyama.fukushima.jp

		26								福島県 フクシマケン		白河市 シラカワシ		○		鈴木　和夫 スズキカズオ		まちづくり推進課歴史まちづくり係 スイシンカレキシカカリ		副主査　冨山和章 フクシュサトミヤマワショウ		0248-22-1111		machi@city.shirakawa.fukushima.jp

		27								福島県 フクシマケン		喜多方市 キタカタシ				山口　信也 ヤマグチシンヤ		建設課まちづくり推進室 スイシンシツ		室長　遠藤実 シツチョウエンドウミノル		0241-24-5240		machizukuri@city.kitakata.fukushima.jp

		28								福島県 フクシマケン		下郷町 シモゴウマチ				星　　學		建設課 ケンセツカ		課長補佐　渡部浩市 カチョウホサワタベコウイチ		0241-69-1177		kanri_01@town.shimogo.fukushima.jp

		29								福島県 フクシマケン		柳津町 ヤナイヅチョウ		○		井関　庄一 イセキショウイチ		建設課 ケンセツカ		班長　天野一保 ハンチョウアマノイチホ		0241-42-2117		kensetsu@town.yanaizu.fukushima.jp

		30		北関東 キタカントウ		茨城、栃木、群馬、埼玉 イバラギトチギグンマサイタマ				茨城県 イバラギケン		日立市 ヒタチシ		○		小川　春樹 オガワハルキ		幹線道路整備促進課 カンセンドウロセイビソクシンカ		係長　八木孝知 カカリチョウヤギタカシ		0294-22-3111（780）		kansen@city.hitachi.lg.jp

		31								茨城県 イバラギケン		土浦市 ツチウラシ		○		中川　清 ナカガワキヨシ		都市整備部都市計画課 トシセイビブトシケイカクカ		主事　藤原章裕 シュジフジワラアキヒロ		029-826-1111（2266）		toshikei@city.tsuchiura.lg.jp

		32								栃木県 トチギケン		栃木市 トチギシ				鈴木　俊美 スズキトシミ		道路課 ドウロカ		主査　榊原美由紀 シュササカキバラミユキ		0282-21-2401		douro@city.tochigi.lg.jp

		33								群馬県 グンマケン		前橋市 マエバシシ		○		山本　龍 ヤマモトリュウ		建設部道路建設課 ケンセツブドウロケンセツカ		副参事　平石秀樹 フクサンジヒライシヒデキ		027-898-6802		dourokensetsu@city.maebashi.gunma.jp

		34								群馬県 グンマケン		太田市 オオタシ		○		清水　聖義 シミズセイギ		都市計画課 トシケイカクカ		主任　松本徹也 シュニンマツモトテツヤ		0276-47-1839		030300@mx.city.ota.gunma.jp

		35								群馬県 グンマケン		富岡市 トミオカシ		○		岩井　賢太郎 イワイケンタロウ		都市計画課 トシケイカクカ		係長代理　加藤秀幸 カカリチョウダイリカトウヒデユキ		0274-62-1511（1474）		tosikeikaku@city.tomioka.lg.jp

		36								埼玉県 サイタマケン		川越市 カワゴエシ		○		川合　善明 カワイヨシアキ		都市計画課 トシケイカクカ		副課長　小林 フクカチョウコバヤシ		049-224-5945		toshikeikaku@city.kawagoe.saitama.jp

		37								埼玉県 サイタマケン		所沢市 トコロザワシ		○		藤本　正人 フジモトマサト		建設部道路維持課 ケンセツブドウロイジカ		副主幹　水村 フクシュカンミズムラ		04-2998-9168		a9168@city.tokorozawa.lg.jp

		38						幹事 カンジ		埼玉県 サイタマケン		本庄市 ホンジョウ		○		吉田　信解 ヨシダシント		秘書広報課 ヒショコウホウカ		原 ハラ		0495-25-1111		hisyo@city.honjo.lg.jp

		39								埼玉県 サイタマケン		春日部市 カスカベシ		○		石川　良三 イシカワリョウゾウ		建設部道路管理課 ケンセツブドウロカンリカ				048-736-1111		kanri@city.kasukabe.lg.jp

		40								埼玉県 サイタマケン		朝霞市 アサカシ		○		富岡　勝則 トミオカカツノリ		都市建設部 トシケンセツブ		澤田部長 サワダブチョウ		048-463-1111		tosikensetu-bt@city.asaka.saitama.jp

		41								埼玉県 サイタマケン		和光市 ワコウシ		○		松本　武洋 マツモトブヨウ		秘書課 ヒショカ		松戸 マツド		048-424-9084		a0100@city.wako.lg.jp

		42								埼玉県 サイタマケン		桶川市 オケガワシ				小野　克典 オノカツノリ		秘書広報課 ヒショコウホウカ		松崎 マツザキ		048-786-3211		hisho@city.okegawa.lg.jp

		43		東京 トウキョウ		東京 トウキョウ				東京都 トウキョウト		稲城市 イナギ		○		髙橋　勝浩 タカハシカツヒロ		秘書広報課 ヒショコウホウカ		田島 タジマ		042-378-2111（内線599） ナイセン		hisho@city.inagi.lg.jp

		44								東京都		港区		○		武井　雅昭 タケイマサアキ						03-3578-2003		minato40@city.minato.tokyo.jp

		45								東京都		新宿区		○		吉住　健一 ヨシズミケンイチ		区長室秘書課秘書係 クチョウシツヒショカヒショカカリ				03-3209-1111		hisho@city.shinjuku.lg.jp

		46								東京都 トウキョウト		文京区 ブンキョウク		○		成澤　廣修 ナリサワヒロオサム		土木部道路課 ドボクブドウロカ		大西 オオニシ		03-5803-1247		b451000@city.bunkyo.lg.jp

		47								東京都		台東区		○		服部　征夫 ハットリマサオ		区長室 クチョウシツ				03-5246-1007		kutyoushitsu@city.taito.tokyo.jp

		48								東京都		墨田区		○		山本　亨 ヤマモトトオル		企画経営室 キカクケイエイシツ		秘書担当　齋藤 ヒショタントウサイトウ		03-5608-1111		HISYO@city.sumida.lg.jp

		49								東京都		江東区		○		山﨑　孝明 ヤマサキタカアキ		総務課秘書 ソウムカヒショ		井上 イノウエ		03-3647-9111		hisyo@city.koto.lg.jp

		50								東京都		品川区		○		濱野　健 ハマノタケル						03-3777-1111(内3007) ナイ		hisho@city.shinagawa.tokyo.jp

		51								東京都		目黒区		○		青木　英二 アオキエイジ		秘書課 ヒショカ		榎本 エノモト		03-3715-1111		kucho01@city.meguro.tokyo.jp

		52								東京都		大田区				松原　忠義 マツバラチュウギ		区長政策室政策課 クチョウセイサクシツセイサクカ		秘書担当　大谷 ヒショタントウオオタニ		03-5744-1101		hisyo@city.ota.tokyo.jp

		53								東京都		中野区		○		田中　大輔 タナカダイスケ		秘書課 ヒショカ				03-3389-1111		hisho@city.tokyo-nakano.lg.jp

		54								東京都		杉並区		○		田中　良 タナカヨ		都市整備部土木計画課 トシセイビブドボクケイカクカ		事業調整係長
久保田　博之 ジギョウチョウセイカカリチョウクボタヒロユキ		03-3312-2111		hisho-k@city.suginami.lg.jp

		55						幹事 カンジ		東京都		豊島区		○		高野　之夫						03-4566-2011		a0010406@city.toshima.lg.jp

		56								東京都		北区		○		花川　與惣太 ハナガワアタエソウタ						03-3908-1111 （内2005） ナイ		kuchoshitu@city.kita.lg.jp

		57						顧問 コモン		東京都		荒川区		○		西川　太一郎 ニシカワタイチロウ		道路公園課 ドウロコウエンカ		課長　川原宏一 カチョウカワハラヒロカズ		03-3802-3111（2730）		hisyoka@city.arakawa.tokyo.jp

		58								東京都		練馬区		○		前川 燿男		区長室秘書課 クチョウシツヒショカ		岡島弘晃 オカジマヒロアキ		03-3993-1111（内5503） ナイ		hisho@city.nerima.tokyo.jp

		59								東京都 トウキョウト		足立区		○		近藤　やよい コンドウ		秘書課 ヒショカ		高橋 タカハシ		03-3880-5806		hisho@city.adachi.tokyo.jp

		60								東京都 トウキョウト		葛飾区 カツシカク		○		青木　克德 アオキカツトク		都市整備部道路建設課 トシセイビブドウロケンセツカ		事業推進係主査
大谷幸平 ジギョウスイシンカカリシュサオオタニシアワタイラ		03-5654-8389		232000@city.katsushika.lg.jp

		61								東京都		江戸川区		○		多田　正見 タダマサミ		土木部計画調整課 ドボクブケイカクチョウセイカ		調整係　江道寺一彰 チョウセイカカリエミチテラカズアキ		03-5662-1885		do-keikaku@city.edogawa.tokyo.jp

		62								東京都		八王子市		○		石森　孝志 イシモリタカシ		路政課 ロセイカ		課長　村野　弘幸 カチョウムラノヒロユキ		042-620-7272		b510100@city.hachioji.lg.jp

		63		南関東		千葉、神奈川、山梨		副会長 フクカイチョウ		神奈川県 カナガワケン		横浜市 ヨコハマシ		○		林　文子 ハヤシフミコ		計画調整部企画課 ケイカクチョウセイブキカクカ		西岡・曽我課長 ニシオカソガカチョウ		045-671-3533		do-doutoku@city.yokohama.lg.jp

		64								神奈川県 カナガワケン		川崎市 カワサキシ		○		福田　紀彦 フクダノリヒコ		建設緑政局道路管理部路政課 ケンセツリョクセイキョクドウロカンリブロセイカ		平石 ヒライシ		044-200-2813		53rosei@city.kawasaki.jp

		65						幹事 カンジ		神奈川県 カナガワケン		鎌倉市 カマクラシ		○		松尾　崇 マツオタカシ		都市整備部道路課整備担当 トシセイビブドウロカセイビタントウ		主事　吉本敏明 シュジヨシモトトシアキ		0467-23-3000（内線2406） ナイセン		road@city.kamakura.kanagawa.jp

		66								神奈川県 カナガワケン		茅ヶ崎市 チガサキシ		○		服部　信明 ハットリノブアキ		秘書広報課 ヒショコウホウカ		門田 モンデン		0467-82-1111		hishokouhou@city.chigasaki.kanagawa.jp

		67								神奈川県		伊勢原市 イセハラシ		○		髙山　松太郎 タカヤママツタロウ		土木部道路整備課 ドボクブドウロセイビカ		課長　樋口明 カチョウヒノグチアキラ		0463-94-4711		d-seibi@isehara-city.jp

		68								神奈川県 カナガワケン		南足柄市 ミナミアシガラシ				加藤　修平 カトウシュウヘイ		秘書広報課 ヒショコウホウカ				0465-73-8000		hisyo@city.minamiashigara.kanagawa.jp

		69								千葉県 チバケン		館山市 タテヤマシ		○		金丸　謙一 カネマルケンイチ		建設環境部建設課 ケンセツカンキョウブケンセツカ		主査　生貝　正一 シュサイケガイショウイチ		0470-22-3631		kensetuka@city.tateyama.chiba.jp

		70								千葉県 チバケン		木更津市 キサラヅシ		○		渡辺　芳邦 ワタナベヨシクニ		土木課 ドボクカ		主事　渡部千絵 シュジワタベチエ		0438-23-8652		doboku@city.kisarazu.lg.jp

		71								千葉県 チバケン		習志野市 ナラシノシ		○		宮本　泰介 ミヤモトタイスケ		企画政策部秘書広報室秘書課 キカクセイサクブヒショコウホウシツヒショカ		主事　仲村芽衣 シュジナカムラメイ		047-453-7373		hisho@city.narashino.lg.jp

		72								千葉県 チバケン		香取市 カトリシ		○		宇井　成一 ウイナイチ		建設水道部 ケンセツスイドウブ		参事　堀内輝亮 サンジホリウチカガヤリョウ		0478-50-1214		gm501@city.katori.lg.jp

		73								千葉県 チバケン		酒々井町 シスイマチ		○		小坂　泰久 コサカヤスヒサ		総務課政策秘書室 ソウムカセイサクヒショシツ		室長　渡辺幸夫 シツチョウワタナベユキオ		043-496-1171		hisyoshitu@town.shisui.chiba.jp

		74								山梨県 ヤマナシケン		富士吉田市 フジヨシダシ		○		堀内　茂 ホリウチシゲル		都市基盤部都市政策課 トシキバンブトシセイサクカ		主任　大谷正秀 シュニンオオタニマサヒデ		0555-22-1111（338）		toshi_p@city.fujiyoshida.lg.jp

		75								山梨県 ヤマナシケン		早川町 ハヤカワマチ				辻　一幸 ツジカズユキ		総務課企画担当 ソウムカキカクタントウ		副主幹　杉山浩一 フクシュカンスギヤマヒロカズ		0556-45-2513
（内線127） ナイセン		sugiyama-kouichi@town.hayakawa.lg.jp

		76		北陸・信越 ホクリクシンエツ		新潟、富山、石川、福井、長野 ニイガタトヤマイシカワフクイナガノ				新潟県 ニイガタケン		新潟市 ニイガタシ		○		篠田　昭 シノダアキラ		土木部道路計画課 ドボクブドウロケイカクカ		主査　小松広生 シュサコマツヒロイ		025-226-3049		doro@city.niigata.lg.jp

		77								新潟県 ニイガタケン		見附市 ミツケシ		○		久住　時男 クスミトキオ		企画調整課 キカクチョウセイカ		副主幹　遠藤拓央 フクシュカンエンドウタクオ		0258-62-1700		kikaku@city.mitsuke.niigata.jp

		78								新潟県 ニイガタケン		村上市 ムラカミシ		○		高橋　邦芳 タカハシクニヨシ		都市計画課 トシケイカクカ		課長　東海林則雄 カチョウトウカイハヤシソクオス		0254-53-2111		tokei@city.murakami.lg.jp

		保留 ホリュウ								新潟県 ニイガタケン		上越市 ジョウエツシ				村山　秀幸 ムラヤマヒデユキ		道路課 ドウロカ		計画係長　小林　渉 ケイカクカカリチョウコバヤシワタル		025-526-5111
（1597）		douroka@city.joetsu.lg.jp

		79								富山県 トヤマケン		高岡市 タカオカシ				高橋　正樹 タカハシマサキ		都市創造部都市計画課 トシソウゾウブトシケイカクカ		技師　鞍田　吉弘 ギシクラタヨシヒロ		0766-20-1404		y-kurata01@city.takaoka.lg.jp

		80								富山県 トヤマケン		氷見市 ヒミシ		○		本川　祐治郎 ホンガワユウジロウ		都市計画・まちのグランドデザイン課 トシケイカクカ		主査　宮下　尚久 シュサミヤシタナオヒサ		0766-74-8078		toshikeikaku@city.himi.lg.jp

		81								富山県 トヤマケン		黒部市 クロベシ		○		堀内　康男 ホリウチヤスオ		建設課 ケンセツカ		道路河川建設係長　柳原整 ドウロカセンケンセツカカリチョウヤナギハラトトノ		0765-54-2111		kensetsu@city.kurobe.toyama.jp

		82								富山県 トヤマケン		小矢部市 コヤベ		○		桜井　森夫 サクライモリオット		産業建設部建設課 サンギョウケンセツブケンセツカ		課長補佐　吉田和隆 カチョウホサヨシダカズタカ		0766-67-1760		kensetsu@city.oyabe.lg.jp

		83								富山県 トヤマケン		南砺市 ミナミレイ				田中　幹夫 タナカミキオ		地域創生推進課 チイキソウセイスイシンカ		片田 カタダ		0763-23-2003		katada.kenichi@city.nanto.lg.jp

		84								富山県 トヤマケン		射水市 イミズシ		○		夏野　元志 ナツノモトシ		都市計画課		課長補佐　吉田忠		0766-52-7390		toshi@city.imizu.lg.jp

		85								富山県 トヤマケン		入善町 ニュウゼンチョウ		○		笹島　春人 ササジマハルヒト		建設課 ケンセツカ		係長　広多昭雄 カカリチョウヒロタアキオ		0765-72-1100		hirota.akio@town.nyuzen.lg.jp

		86						幹事 カンジ		石川県 イシカワケン		金沢市 カナザワシ				山野　之義 ヤマノユキギ		土木局道路建設課無電柱化推進室 ドボクキョクドウロケンセツカムデンチュウカスイシンシツ		担当課長　青山洋一 タントウカチョウアオヤマヨウイチ		076-220-2312		aoyama_y@city.kanazawa.lg.jp

		87								石川県 イシカワケン		輪島市 ワジマシ				梶　文秋 カジブンアキ		建設部土木課 ケンセツブドボクカ		課長補佐　延命公丈 カチョウホサノイノチコウタケ		0768-23-1151		doboku@city.wajima.lg.jp

		88								石川県 イシカワケン		加賀市 カガシ		○		宮元　陸 ミヤモトリク		建設部都市計画課 ケンセツブトシケイカクカ		課長　高本充浩 カチョウタカモトミツヒロ		0761-72-7924		toshikeikaku@city.kaga.lg.jp

		89								石川県 イシカワケン		白山市 シラヤマ		○		山田　憲昭 ヤマダノリアキ		建設部土木課 ケンセツブドボクカ		課長補佐　前田 カチョウホサマエダ		076-274-9557		doboku@city.hakusan.lg.jp

		90								石川県 イシカワケン		野々市市 ノノイチ		○		粟　貴章 アワタカアキ		産業建設部建設課 サンギョウケンセツブケンセツカ		課長補佐　道下和宏 カチョウホサミチシタカズヒロ		076-227-6023		kensetsu@city.nonoichi.lg.jp

		91								福井県 フクイケン		小浜市 オバマシ		○		松崎　晃治 マツザキアキラジ		都市整備課 トシセイビカ		産業部次長　岩本喜洋 サンギョウブジチョウイワモトヨロコヨウ		0770-53-1111		tosiseibi@city.obama.lg.jp

		92								長野県 ナガノケン		諏訪市 スワシ		○		金子　ゆかり カネコ		建設課 ケンセツカ		課長補佐　豊島修 カチョウホサトシマオサム		0266-52-4141（241）		kensetsu@city.suwa.lg.jp

		93								長野県 ナガノケン		須坂市 スザカシ		○		三木　正夫 ミキマサオ		須坂市まちづくり推進部まちづくり課 スザカシスイシンブカ		まち整備係長　栗田利一 セイビカカリチョウクリタトシカズ		026-248-9007		s-machidukuri@city.suzaka.nagano.jp

		94						幹事 カンジ		長野県 ナガノケン		佐久市 サクシ		○		栁田　清二 ヤナギダセイジ		都市計画課 トシケイカクカ		課長　柳沢文弘 カチョウヤナギサワフミヒロ		0267-62-3404		hisyo@city.saku.nagano.jp

		95								長野県 ナガノケン		千曲市 チクマシ		○		岡田　昭雄 オカダアキオ		都市計画課 トシケイカクカ		橋本有美 ハシモトユミ		026-273-1111		tosikei@city.chikuma.nagano.jp

		96								長野県 ナガノケン		東御市 トウミシ				花岡　利夫 ハナオカトシオ		都市整備部建設課 トシセイビブケンセツカ		課長　関一法 カチョウセキイチホウ		0268-64-5881		kensetsu@city.tomi.nagano.jp

		97								長野県 ナガノケン		軽井沢町 カルイザワチョウ				藤巻　進 フジマキススム		建設課 ケンセツカ		土木係長　外川善行 ドボクカカリチョウソトカワヨシユキ		0267-45-8582		kensetsu@town.karuizawa.nagano.jp

		98								長野県 ナガノケン		白馬村 ハクバムラ		○		下川　正剛 シモカワマサタケ		総務課 ソウムカ		課長　吉田久夫 カチョウヨシダヒサオ		0261-72-5000		somu@vill.hakuba.lg.jp

		99		東海		岐阜、静岡、愛知、三重				岐阜県 ギフケン		岐阜市 ギフシ		○		細江　茂光 ホソエシゲミツ		道路維持課 ドウロイジカ		主査　天野公人 シュサアマノコウヒト		058-265-4141（2552）		amano-kmh@city.gifu.lg.jp

		100								岐阜県 ギフケン		高山市 タカヤマシ				國島　芳明 クニシマヨシアカ		基盤整備部都市整備課 キバンセイビブトシセイビカ		課長　西永勝己 カチョウニシナガカツミ		0577-32-3333（2311）		toshiseibi@city.takayama.lg.jp

		101								岐阜県 ギフケン		関市		○		尾関　健治		市長公室秘書広報課 シチョウコウシツヒショコウホウカ		主事　藤村郁絵 シュジフジムラカオルエ		0575-23-6808		fujimura-ikue@city.seki.lg.jp

		102								岐阜県 ギフケン		中津川市 ナカツガワシ		○		青山　節児 アオヤマセツジ		基盤整備部建設課 キバンセイビブケンセツカ		口田泰至 クチタタイイタル		0573-66-1111（285）		kensetsu@city.nakatsugawa.lg.jp

		103								岐阜県 ギフケン		美濃市 ミノシ		○		武藤　鉄弘 ムトウテツヒロ		建設部土木課 ケンセツブドボクカ		課長補佐　村井康浩 カチョウホサムライヤスヒロ		0575-33-1122
（内線211） ナイセン		murai-yasuhiro@city.mino.lg.jp

		104								岐阜県 ギフケン		恵那市 エナシ		○		可知　義明 カチヨシアキ		建設部建設政策課 ケンセツブケンセツセイサクカ		主事　西尾衣代 シュジニシオイダイ		0573-26-2111（内線268） ナイセン		toshiseibi@city.ena.lg.jp

		105								岐阜県 ギフケン		各務原市 カガミハラシ		○		浅野　健司 アサノケンジ		都市建設部道路課 トシケンセツブドウロカ		主幹（街路係長事務取扱）　森恵介 シュカンガイロカカリチョウジムトリアツカイモリケイスケ		058-383-1111（2726）		mori-keisuke@city.kakamigahara.lg.jp

		106								岐阜県 ギフケン		可児市 カニシ		○		冨田　成輝 トミタナリテル		建設部都市計画課 ケンセツブトシケイカクカ		総務係長　杉山尚示 ソウムカカリチョウスギヤマナオジ		0574-62-1111（内線2203） ナイセン		tosikeikaku@city.kani.lg.jp

		107								岐阜県 ギフケン		飛騨市 ヒダシ				井上　久則 イノウエヒサノリ		基盤整備部都市整備課 キバンセイビブトシセイビカ		課長　森英樹 カチョウモリヒデキ		0577-73-0153		mori-hideki@city.hida.gifu.jp

		108								岐阜県 ギフケン		郡上市 グジョウシ		○		日置　敏明 ヒオキトシアキ		建設部都市住宅課 ケンセツブトシジュウタクカ		主査　大坪慎也 シュサオオツボシンヤ		0575-67-1836		toshi-jyutaku@city.gujo.gifu.jp

		109								岐阜県 ギフケン		下呂市 ゲロシ		○		野村　誠 ノムラマコト		建設部土木課 ケンセツブドボクカ		主査　細江健太郎 シュサホソエケンタロウ		0576-52-2000		doboku@city.gero.lg.jp

		110								岐阜県 ギフケン		白川村 シラカワムラ		○		成原　茂 ナハラシゲル		基盤整備課 キバンセイビカ		課長　谷藤博章 カチョウタニフジヒロショウ		05769-6-1311		tanifuji-hirofumi@vill.shirakawa.lg.jp

		111								静岡県 シズオカケン		静岡市 シズオカ		○		田辺　信宏		道路保全課 ドウロホゼンカ		主査　長尾晋悟 シュサナガオシンゴ		054-221-1284		dourohozen@city.shizuoka.lg.jp

		112								静岡県 シズオカケン		沼津市 ヌマヅシ				栗原　裕康 クリハラユウヤス		建設部道路建設課 ケンセツブドウロケンセツカ		主任　増田大吾 シュニンマスダダイゴ		055-934-4776		douro@city.numazu.lg.jp

		113								静岡県 シズオカケン		三島市 ミシマシ		○		豊岡　武士 トヨオカブシ		都市整備部都市整備課 トシセイビブトシセイビカ		副主任技師　杉山正哉 フクシュニンギシスギヤママサヤ		055-983-2634		toshisei@city.mishima.shizuoka.jp

		114								静岡県 シズオカケン		富士宮市 フジノミヤシ		○		須藤　秀忠 スドウヒデタダ		都市整備部管理課 トシセイビブカンリカ		管理課　赤池 カンリカアカイケ		0544-22-1156		kanri@city.fujinomiya.lg.jp

		115								静岡県 シズオカケン		島田市 シマダシ				染谷　絹代 ソメタニキヌヨ		都市基盤部都市計画課 トシキバンブトシケイカクカ		技師　塩谷吉隆 ギシシオタニヨシタカ		0547-36-7177		toshikei@city.shimada.lg.jp

		116								静岡県 シズオカケン		富士市 フジシ		○		小長井　義正 コナガイヨシマサ		建設部道路整備課 ケンセツブドウロセイビカ		主幹　篠原裕幸 シュカンシノハラヒロユキ		0545-55-2807		ke-douroseibi@div.city.fuji.shizuoka.jp

		117								静岡県 シズオカケン		焼津市 ヤイヅシ		○		中野　弘道 ナカノヒロミチ		都市基盤部道路課 トシキバンブドウロカ		主幹　杉山 シュカンスギヤマ		054-626-2174		douro@city.yaizu.lg.jp

		118								静岡県 シズオカケン		藤枝市 フジエダシ		○		北村　正平 キタムラマサヒラ		都市政策課 トシセイサクカ		主査　河島浩二 シュサカワシマヒロシ２		054-643-3373		toshiseisaku@city.fujieda.lg.jp

		119								静岡県 シズオカケン		御殿場市 ゴテンバシ		○		若林　洋平 ワカバヤシヨウヘイ		都市建設部都市計画課（景観スタッフ） トシケンセツブトシケイカクカケイカン		課長　志水政満 カチョウシミズマサミツ		0550-82-4231		keikaku@city.gotemba.shizuoka.jp

		120								静岡県 シズオカケン		裾野市 スソノシ		○		髙村　謙二 タカムラケンジ		建設部まちづくり課 ケンセツブカ		課長　金子隆一 カチョウカネコリュウイチ		055-995-1829		toshikei@city.susono.shizuoka.jp

		121								静岡県 シズオカケン		湖西市 コサイシ		○		三上　元 ミカミモト		都市整備部都市計画課 トシセイビブトシケイカクカ		都市計画課長　加藤稔 トシケイカクカチョウカトウミノル		053-576-3117		toshikei@city.kosai.shizuoka.jp

		122								静岡県 シズオカケン		菊川市 キクカワ		○		太田　順一 オオタジュンイチ		建設経済部都市整備課 ケンセツケイザイブトシセイビカ		水野 ミズノ		0537-35-0978（1522）		toshiseibi@city.kikugawa.shizuoka.jp

		123								静岡県 シズオカケン		函南町 カンナミチョウ		○		森　延彦 モリノヒコ		建設課 ケンセツカ		課長補佐　杉山俊一郎 カチョウホサスギヤマトシカズロウ		055-979-8115		kensetsu@town.kannami.shizuoka.jp

		124								愛知県 アイチケン		岡崎市 オカザキシ		○		内田　康宏 ウチタヤスヒロ		都市計画課 トシケイカクカ		主幹　新井正徳 シュカンアライマサノリ		0564-23-6819		toshikei@city.okazaki.lg.jp

		125								愛知県 アイチケン		一宮市 イチノミヤシ		○		中野　正康 ナカノマサヤス		建設部道路課 ケンセツブドウロカ		主任　渡邉仁 シュニンワタナベジン		0586-28-9144		douro@city.ichinomiya.lg.jp

		126								愛知県 アイチケン		豊田市 トヨダシ				太田　稔彦 オオタミノル		都市整備課 トシセイビカ		主任主査　孕石（はらみいし） シュニンシュサハライシ		0565-34-6622		tosiseibi@city.toyota.aichi.jp

		127						幹事 カンジ		愛知県 アイチケン		小牧市 コマキシ		○		山下　史守朗 ヤマシタシマモルロウ		秘書政策課 ヒショセイサクカ				0568-76-1100		hishoseisaku@city.komaki.lg.jp

		128								愛知県 アイチケン		東海市 トウカイシ		○		鈴木　淳雄 スズキジュンオス		土木課 ドボクカ		主事　河野博文 シュジコウノヒロブミ		052-603-2211		doboku@city.tokai.lg.jp

		129								愛知県 アイチケン		田原市 タハラシ		○		山下　政良 ヤマシタマサヨシ		都市建設部土木課 トシケンセツブドボクカ		主査　小久保義則 シュサコクボヨシノリ		0531-23-3520		doboku@city.tahara.aichi.jp

		130								愛知県 アイチケン		久手市 シ				𠮷田　一平 タイッペイ		建設部土木課 ケンセツブドボクカ		課長　川本晋司 カチョウカワモトシンジ		0561-56-0621		doboku@city.nagakute.lg.jp

		131								愛知県 アイチケン		幸田町 コウタチョウ				大須賀　一誠 オオスカイッセイ		建設部土木課 ケンセツブドボクカ		課長　永谷陽明 カチョウナガタニヨウアカ		0564-63-5123		doboku@town.kota.lg.jp

		132								三重県 ミエケン		伊勢市 イセシ		○		鈴木　健一 スズキケンイチ		都市整備部監理課 トシセイビブカンリカ		庶務係　小川裕佳子 ショムカカリオガワユウカコ		0596-21-5580		kanri@city.ise.mie.jp

		133		近畿 キンキ		滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 シガキョウトオオサカヒョウゴナラワカヤマ				滋賀県 シガケン		近江八幡市 オウミハチマンシ				冨士谷　英正 フジタニエイタダ		都市産業部土木管理課 トシサンギョウブドボクカンリカ		課長　乾直樹 カチョウイヌイナオキ		0748-36-5556		011202@city.omihachiman.lg.jp

		134								滋賀県 シガケン		守山市 モリヤマシ		○		宮本　和宏 ミヤモトカズヒロ		都市経済部道路河川課 トシケイザイブドウロカセンカ		係長　谷口あつ子 カカリチョウタニグチコ		077-582-1157		dorokasen@city.moriyama.lg.jp

		135								京都府 キョウトフ		京都市 キョウトシ		○		門川　大作 カドカワタイサク		建設局道路建設部道路環境整備課 ケンセツキョクドウロケンセツブドウロカンキョウセイビカ		道路環境計画係長
豊田　幸宏 ドウロカンキョウケイカクカカリチョウトヨダユキヒロ		075-222-3570		toycg233@city.kyoto.lg.jp

		136								京都府 キョウトフ		宇治市 ウジシ		○		山本　正 ヤマモトタダシ		建設部道路建設課 ケンセツブドウロケンセツカ		課長　米田（よねだ） カチョウヨネダ		0774-20-8736		dourokensetsu@city.uji.kyoto.jp

		137								京都府 キョウトフ		向日市 ムコウシ		○		安田　守 ヤスダマモ		道路整備課 ドウロセイビカ		課長　太田 カチョウオオタ		075-931-1111		ohta.toshihiko@city.muko.lg.jp

		138								京都府 キョウトフ		長岡京市 ナガオカキョウシチョウ		○		中小路　健吾 ナカコウジケンゴ		秘書課 ヒショカ		山崎 ヤマザキ		075-955-9500		hisyo@city.nagaokakyo.kyoto.jp

		139								京都府 キョウトフ		京丹後市 キョウタンゴシ		○		中山　泰 ナカヤマヤスシ		秘書広報広聴課 ヒショコウホウコウチョウカ				0772-69-0110		hishokoho@city.kyotango.lg.jp

		140								京都府 キョウトフ		南丹市 ナンタンシ		○		佐々木　稔納 ササキミノルノウ		土木建築部道路河川課 ドボクケンチクブドウロカセンカ		係長　中井雅宏 カカリチョウナカイマサヒロ		0771-68-0051		douro@city.nantan.kyoto.jp

		141								京都府 キョウトフ		木津川市 キヅガワシ		○		河井　規子 カワイキコ		建設部まちづくり事業推進室 ケンセツブジギョウスイシンシツ		室長　井上利行 シツチョウイノウエトシユキ		0774-75-1225		machizukuri@city.kizugawa.lg.jp

		142						幹事 カンジ		大阪府 オオサカフ		高槻市		○		濱田　剛史 ハマダゴウシ		道路課 ドウロカ		松永 マツナガ		072-674-7534		tdouro@city.takatsuki.osaka.jp

		143								大阪府 オオサカフ		泉佐野市 イズミサノシ		○		千代松　大耕 チヨマツダイタガヤ		道路公園課 ドウロコウエンカ		樫葉 カシバ		072-463-1212（内線2211） ナイセン		dourokouen@city.izumisano.lg.jp

		144								兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市 コウベシ		○		久元　喜造 ヒサモトヨロコツク		建設部道路部工務課 ケンセツブドウロブコウムカ		課長　岩崎好寿 カチョウイワサキスコトブキ		078-322-5397		yoshihisa_iwasaki@office.city.kobe.lg.jp

		145								兵庫県 ヒョウゴケン		姫路市 ヒメジシ		○		石見　利勝		建設局道路部街路建設課 ケンセツキョクドウロブガイロケンセツカ		課長補佐　黒川勉 カチョウホサクロカワツトム		079-221-2440		gairoken@city.himeji.hyogo.jp

		146								兵庫県 ヒョウゴケン		西宮市 ニシノミヤシ		○		今村　岳司 イマムラタケシ		土木局道路公園部道路計画課 ドボクキョクドウロコウエンブドウロケイカクカ		係長　細見隆宏 カカリチョウホソミタカヒロ		0798-35-3498		kkouka@nishi.or.jp

		147								兵庫県 ヒョウゴケン		芦屋市 アシヤシ		○		山中　健 ヤマナカケン		政策推進課（市長スケは秘書室） セイサクスイシンカシチョウヒショシツ				秘書室　0797-38-2000		okumura@city.ashiya.lg.jp
imaishi@city.ashiya.lg.jp

		148								兵庫県 ヒョウゴケン		伊丹市 イタミシ		○		藤原　保幸 フジワラヤスユキ		秘書課 ヒショカ		藤本 フジモト		072-784-8009		fujimotos@city.itami.lg.jp

		149								兵庫県 ヒョウゴケン		豊岡市 トヨオカシ				中貝　宗治		都市整備部建設課 トシセイビブケンセツカ		工務１係長　冨森靖彦 コウムカカリチョウトミモリヤスヒコ		0796-23-1111		kensetsu@city.toyooka.lg.jp

		150								兵庫県 ヒョウゴケン		川西市 カワニシシ		○		大塩　民生 オオシオミンセイ		秘書課 ヒショカ		井内 イウチ		072-740-1103		kawa0001@city.kawanishi.lg.jp

		151								奈良県 ナラケン		奈良市 ナラシ				仲川　げん ナカガワ		総合政策部秘書課 ソウゴウセイサクブヒショカ		松下 マツシタ		0742-34-4705		hisho@city.nara.lg.jp

		152								奈良県 ナラケン		大和高田市 ヤマトタカダシ		○		吉田　誠克 ヨシダマサカツ		秘書課 ヒショカ		課長　小井芳伸 カチョウチイイヨシノブ		0745-52-5411		hisyo@city.yamatotakada.nara.jp

		153								奈良県 ナラケン		大和郡山市 ヤマトコオリヤマシ		○		上田　清 ウエダキヨシ		秘書室 ヒショシツ		井上 イノウエ		0743-53-1151		hisyo@city.yamatokoriyama.lg.jp

		154								奈良県 ナラケン		天理市 テンリシ				並河　健 ナミカワケン		監理課 カンリカ		係長　平井一志 カカリチョウヒライ１シ		0743-63-1001		kannri@city.tenri.nara.jp

		155								奈良県 ナラケン		橿原市 カシハラシ				森下　豊 モリシタユタカ		総務部秘書課 ソウムブヒショカ		課長　高井 カチョウタカイ		0744-22-4001		hisyo@city.kashihara.nara.jp

		156								奈良県 ナラケン		桜井市 サクライシ		○		松井　正剛 マツイマサタケ		秘書課 ヒショカ		主事補　加井祥恵 シュジホカイショウメグミ		0744-42-9135		hisho@city.sakurai.lg.jp

		157								奈良県 ナラケン		五條市 ゴジョウシ		○		太田　好紀 オオタスキ		秘書課 ヒショカ		秘書係　竹村 ヒショカカリタケムラ		0747-22-4001（202）		hisyoka@city.gojo.lg.jp

		158								奈良県 ナラケン		御所市 ゴセシ		○		東川　裕 ヒガシカワユタカ		土木課 ドボクカ		植田有紀 ウエダユキ		0745-62-3001		doboku@city.gose.nara.jp

		159								奈良県 ナラケン		生駒市 イコマシ		○		小紫　雅史 コムラサキマサシ		秘書広報広聴課 ヒショコウホウコウチョウカ		事務員　城戸 ジムインシロト		0743-74-1111（内線204） ナイセン		hisyoka@city.ikoma.lg.jp

		160								奈良県 ナラケン		香芝市 カシバシ		○		吉田　弘明 ヨシダヒロアキ		土木課 ドボクカ		課長　南浦利文 カチョウミナミウラトシフミ		0745-76-2001		doboku@city.kashiba.lg.jp

		161						会長 カイチョウ		奈良県 ナラケン		葛城市				山下　和弥 ヤマシタカズヤ		人事課 ジンジカ		東 アズマ		0745-69-3001		hisho@city.katsuragi.lg.jp

		162								奈良県 ナラケン		宇陀市 ウダシ		○		竹内　幹郎 タケウチミキオ		秘書広報情報課 ヒショコウホウジョウホウカ		主任　東 シュニンアズマ		0745-82-3912		hishokouhou@city.uda.lg.jp

		163								奈良県 ナラケン		平群町 ヘグリチョウ		○		岩崎　万勉 イワサキマンツトム		政策推進課 セイサクスイシンカ		主幹　山崎 シュカンヤマザキ		0745-45-1002		policy@town.heguri.nara.jp

		164								奈良県 ナラケン		三郷町		○		森　宏範		企画財政課 キカクザイセイカ		課長補佐　大津和之 カチョウホサオオツカズユキ		0745-43-7312		kikakuzaisei@town.sango.lg.jp

		165								奈良県 ナラケン		斑鳩町 イカルガチョウ		○		小城　利重 チイシロトシシゲ		都市建設部都市整備課 トシケンセツブトシセイビカ		課長補佐　井戸西　豊 カチョウホサイドニシユタカ		0745-74-1001		toshi@town.ikaruga.nara.jp

		166								奈良県 ナラケン		安堵町 アンドチョウ		○		西本　安博 ニシモトヤスヒロ		総合政策課 ソウゴウセイサクカ		課長補佐　吉田 カチョウホサヨシダ		0743-57-1511		sougouseisaku@town.ando.lg.jp

		167								奈良県 ナラケン		田原本町 タワラモトチョウ		○		森　章浩 ショウヒロシ		企画財政室総合政策課 キカクザイセイシツソウゴウセイサクカ		課長　坂本定嗣 カチョウサカモトサダツグ		0744-32-2901		seisakukc@town.tawaramoto.nara.jp

		168								奈良県 ナラケン		曽爾村 ソニムラ				芝田　秀数 シバタシュウスウ		総務課 ソウムカ		課長　佐伯 カチョウサエキ		0745-94-2101		soumu@vill.soni.lg.jp

		169								奈良県 ナラケン		高取町 タカトリチョウ				植村　家忠 ウエムライエチュウ		総務課 ソウムカ		主事補　白木 シュジホシラキ		0744-52-3334		taka-sou@m5.kcn.ne.jp

		170								奈良県 ナラケン		明日香村 アスカムラ		○		森川　裕一 モリカワユウイチ		総務課 ソウムカ				0744-54-2001		soumu@tobutori-asuka.jp

		171								奈良県 ナラケン		上牧町 カンマキチョウ				今中　富夫 イマナカトミオ		まちづくり推進課 スイシンカ		杉浦俊行 スギウラトシユキ		0745-76-1001		kanmakisasayuri@clear.ocn.ne.jp

		172								奈良県 ナラケン		王寺町 オウジチョウ		○		平井　康之 ヒライヤスユキ		地域整備部まちづくり推進課 チイキセイビブスイシンカ		参事　木村忠男 サンジキムラタダオ		0745-73-2001		oji-c-p@moon.gmobb.jp

		173								奈良県 ナラケン		広陵町 コウリョウチョウ				山村　吉由 ヤマムラヨシユウ		企画調整課 キカクチョウセイカ		課長補佐　下村大輔 シモムラダイスケ		0745-55-1001（1218）		kikaku@town.nara-koryo.lg.jp

		174								奈良県 ナラケン		吉野町 ヨシノ				北岡　篤 キタオカアツシ		総務課 ソウムカ		課長補佐　紙森智章 カチョウホサカミモリトモアキ		0746-32-3081		soumu1@town.yoshino.lg.jp

		175								奈良県 ナラケン		下市町 シモイチチョウ				杦本　龍昭 スギモトタツアキラ		総務課 ソウムカ		課長補佐　岡　純司 カチョウホサオカジュンシ		0747-52-0001		soumu@town.shimoichi.nara.jp

		176								奈良県 ナラケン		天川村 テンカワムラ		○		車谷　重高 クルマタニシゲタカ		総務課 ソウムカ		課長　森田治秀 カチョウモリタオサヒデ		0747-63-0321		morita-haruhide@vill.tenkawa.lg.jp

		177								奈良県 ナラケン		十津川村 トツカワムラ		○		更谷　慈禧 サラタニジキ		総務課 ソウムカ		課長　東武 カチョウヒガシタケ		0746-62-0001		soumu@vill.totsukawa.lg.jp

		178								奈良県 ナラケン		上北山村 カミキタヤマムラ				福西　力 フクニシチカラ		総務企画課 ソウムキカクカ		課長　今西謙三 カチョウイマニシケンゾウ		07468-2-0001		somu@vill.kamikitayama.nara.jp

		179								和歌山県 ワカヤマケン		和歌山市 ワカヤマシ		○		尾花　正啓 オバナマサヒロ		建設局道路部道路政策課 ケンセツキョクドウロブドウロセイサクカ		課長　白井光典 カチョウシライミツノリ		073-435-1328		douroseisaku@city.wakayama.lg.jp

		180								和歌山県 ワカヤマケン		海南市 カイナンシ		○		神出　政巳 ジンデマサミ		まちづくり部建設課 ブケンセツカ		課長補佐　内芝壽郎 カチョウホサウチシバコトブキロウ		073-482-4111		kensetu@city.kainan.lg.jp

		181								和歌山県 ワカヤマケン		橋本市 ハシモトシ		○		平木　哲朗 ヒラキテツロウ		まちづくり課 カ		課長　中山康夫 カチョウナカヤマヤスオ		0736-33-1179		machiz@city.hashimoto.lg.jp

		182								和歌山県 ワカヤマケン		有田市 アリダシ		○		望月　良男 モチヅキヨオトコ		建設課		主事　坂本雄亮 シュジサカモトオスリョウ		0737-83-1111		kensetu@city.arida.lg.jp

		183								和歌山県 ワカヤマケン		紀の川市 キカワシ				中村　愼司 ナカムラシンツカサ		建設部道路河川課 ケンセツブドウロカセンカ		課長　湯川晃司 カチョウユカワアキラツカサ		0736-77-2511		yukawa-002@city.kinokawa.lg.jp

		184								和歌山県 ワカヤマケン		岩出市 イワデシ				中芝　正幸 ナカシバマサユキ		事業部土木課 ジギョウブドボクカ		係長　増渕良貴 カカリチョウマスブチヨタカ		0736-62-2141		yo_masubuchi@city.iwade.lg.jp

		185								和歌山県 ワカヤマケン		かつらぎ町 マチ		○		井本　泰造 イモトタイゾウ		建設課 ケンセツカ		事務係長　野口修二 ジムカカリチョウノグチシュウジ		0736-22-0300		kensetsu-jimu@town.katsuragi.wakayama.jp

		186		中国 チュウゴク		鳥取、島根、岡山、広島、山口 トットリシマネオカヤマヒロシマヤマグチ				鳥取県 トットリケン		鳥取市 トットリシ		○		深澤　義彦		都市企画課 トシキカクカ		課長補佐　山川泰成 カチョウホサヤマカワヤスナリ		0857-20-3253		tosikikaku@city.tottori.lg.jp

		187								鳥取県 トットリケン		米子市 ヨナゴシ		○		野坂　康夫 ノサカヤスオ		建設部建設企画課 ケンセツブケンセツキカクカ		係長　北村知己 カカリチョウキタムラシミ		0859-23-5248		kensetsukikaku@city.yonago.lg.jp

		188								鳥取県 トットリケン		倉吉市 クラヨシシ				石田　耕太郎 イシダコウタロウ		管理計画課 カンリケイカクカ		主幹　黒川英明 シュカンクロカワヒデアキ		0858-22-8131		kanri@city.kurayoshi.lg.jp

		189								島根県 シマネケン		津和野町 ツワノチョウ				下森　博之 シタモリヒロユキ		建設課 ケンセツカ		課長　田村津与志 カチョウタムラツヨシ		0856-74-0081		tsuyoshi-tamura@town.tsuwano.lg.jp

		190								岡山県 オカヤマケン		倉敷市 クラシキシ		○		伊東　香織 イトウカオリ		建設局事業推進課 ケンセツキョクジギョウスイシンカ		主幹　冨山典子 シュカントミヤマノリコ		086-426-3489		cnstprm@city.kurashiki.okayama.jp

		191								岡山県 オカヤマケン		高梁市 タカハシシ		○		近藤　隆則 コンドウタカノリ		産業経済部建設課 サンギョウケイザイブケンセツカ		主査　福田健二 シュサフクダケンジ		0866-21-0232		kensetsu@city.takahashi.lg.jp

		192								岡山県 オカヤマケン		備前市 ビゼンシ		○		吉村　武司 ヨシムラタケシ		まちづくり部まち整備課 ブセイビカ		次長　平田惣己治 ジチョウヒラタフサオノレジ		0869-64-1833		s.hirata@city.bizen.lg.jp

		193								岡山県 オカヤマケン		真庭市 マニワ		○		太田　昇 オオタノボル		建設課 ケンセツカ		参事　片山 サンジカタヤマ		0867-42-5033		makoto_katayama@city.maniwa.lg.jp

		194								広島県 ヒロシマケン		呉市 クレシ		○		小村　和年 コムラカズトシ		土木部土木整備課 ドボクブドボクセイビカ		主査　三浦浩二 シュサミウラコウジ		0823-25-3343		dobosei@city.kure.lg.jp

		195								広島県 ヒロシマケン		竹原市 タケハラシ		○		吉田　基 ヨシダキ		建設課 ケンセツカ		技師　景山昭洋 ギシカゲヤマアキヒロ		0846-22-7746		kensetsu@city.takehara.lg.jp

		196						幹事 カンジ		広島県 ヒロシマケン		三原市 ミハラ		○		天満　祥典 テンマンショウテン		建設部土木建設課 ケンセツブドボクケンセツカ		主任主事　藤本 シュニンシュジフジモト		0848-67-6100		dobokukensetsu@city.mihara.hiroshima.jp

		197								広島県 ヒロシマケン		三次市 ミヨシシ		○		増田　和俊 マスダカズトシ		建設部土木課 ケンセツブドボクカ		主任　田村正 シュニンタムラタダ		0824-62-6305		t.tamura8714@city.miyoshi.hiroshima.jp

		198								広島県 ヒロシマケン		東広島市 ヒガシヒロシマシ		○		藏田　義雄 クラタヨシオ		都市部都市計画課 トシブトシケイカクカ		主事　芥川嘉成 シュジアクタガワヨシナ		082-420-0954		hgh200954@city.higashihiroshima.lg.jp

		199								広島県 ヒロシマケン		廿日市市 ハツカイチシ		○		眞野　勝弘		建設部建設総務課 ケンセツブケンセツソウムカ		建設企画係　加治秀典 ケンセツキカクカカリカジヒデノリ		0829-30-9170		kensetsusomu@city.hatsukaichi.hiroshima.jp

		200								山口県 ヤマグチケン		山口市 ヤマグチシ		○		渡辺　純忠 ワタナベジュンチュウ		都市整備部都市整備課 トシセイビブトシセイビカ		課長　安田功二 カチョウヤスダコウ２		083-934-2774		toshisebi@city.yamaguchi.lg.jp

		201								山口県 ヤマグチケン		萩市 ハギシ		○		野村　興兒 ノムラキョウジ		土木建設部土木課 ドボクケンセツブドボクカ		課長補佐　斉藤浩司 カチョウホササイトウヒロシシ		0838-25-3140		1055@city.hagi.lg.jp

		202								山口県 ヤマグチケン		防府市 ホウフシ		○		松浦　正人 マツウラマサト		まち並み整備課 ナセイビカ		係長　榎本信幸 カカリチョウエノモトノブユキ		0835-25-2465		toshikei@city.hofu.yamaguchi.jp

		203		四国 シコク		徳島、香川、愛媛、高知 トクシマカガワエヒメコウチ				徳島県 トクシマケン		美馬市 ミマシ		○		牧田　久 マキタヒサ		企画総務部秘書課 キカクソウムブヒショカ		主事　藤本　直亨 シュジフジモトナオキョウ		0883-52-8006		hisyo@city.mima.lg.jp

		204								香川県 カガワケン		丸亀市 マルカメシ		○		梶　正治 カジマサハル		建設水道部建設課 ケンセツスイドウブケンセツカ		道路建設担当長
松江康司 ドウロケンセツタントウチョウマツエヤスシシ		0877-24-8813		kensetsu-k@city.marugame.lg.jp

		205						副会長 フクカイチョウ		愛媛県 エヒメケン		八幡浜市 ヤハタハマ		○		大城　一郎 オオシロイチロウ		建設課		課長補佐　明礼英和 カチョウホサミョウレイヒデカズ		0894-22-3111（2227）		myourei-hidekazu@city.yawatahama.ehime.jp

		206								愛媛県 エヒメケン		内子町 ウチコチョウ				稲本　隆壽 イナモトタカシコトブキ		建設デザイン課 ケンセツカ		課長補佐　大野哲 カチョウホサオオノテツ		0893-44-2111		s-oono@town.uchiko.ehime.jp

		207								高知県 コウチケン		高知市 コウチシ		○		岡崎　誠也 オカザキセイヤ		道路整備課 ドウロセイビカ		課長補佐　今井 カチョウホサイマイ		088-823-9461		160200@city.kochi.lg.jp

		208								高知県 コウチケン		安芸市 アキシ		○		横山　幾夫 ヨコヤマイクオ		自動車道推進室 ジドウシャドウスイシンシツ		室長　山本恭二
技査　谷本守道 シツチョウヤマモトキョウジギサタニモトマモルミチ		0887-35-1014		jidoshado@city.aki.kochi.jp

		209								高知県 コウチケン		須崎市 スサキシ		○		楠瀬　耕作		建設課 ケンセツカ		課長　岡村茂 カチョウオカムラシゲル		0889-42-5193		okamura_shigeru@city.susaki.lg.jp

		210								高知県 コウチケン		宿毛市 スクモシ		○		沖本　年男 オキモトトシオ		都市建設課 トシケンセツカ		課長補佐　小島 カチョウホサコジマ		0880-63-1120		hirofumi-ojima@city.sukumo.kochi.jp

		211								高知県 コウチケン		四万十市 シマントシ		○		中平　正宏 ナカヒラタダシヒロシ		まちづくり課 カ		計画調査係長　山﨑 ケイカクチョウサカカリチョウヤマザキ		0880-34-1826		take-y@city.shimanto.lg.jp

		212								高知県 コウチケン		香南市 コウナンシ		○		清藤　真司 キヨフジシンジ		総務課秘書広報係 ソウムカヒショコウホウガカリ		猪原 イノハラ		0887-57-8500		kouhou@city.kochi-konan.lg.jp

		213								高知県 コウチケン		越知町 オチチョウチョウ		○		小田　保行 オダヤスユキ		建設課 ケンセツカ		課長　前田桂藏 カチョウマエダカツラクラ		0889-26-1113		kensetu@town.ochi.kochi.jp

		214		九州 キュウシュウ		福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄				福岡県 フクオカケン		久留米市 クルメシ				楢原　利則 ナラハラトシノリ		道路整備課 ドウロセイビカ		主任主事　古賀栄治 シュニンシュジコガエイジ		0942-30-9077		douro@city.kurume.fukuoka.jp

		215								福岡県 フクオカケン		柳川市 ヤナガワシ		○		金子　健次 カネコケンツギ		まちづくり課 カ		主事　上村 シュジウエムラ		0944-77-8554		machi-40207@city.yanagawa.lg.jp

		216								福岡県 フクオカケン		八女市 ヤメシ		○		三田村　統之 ミタムラツナユキ		建設経済部建設課総務管理係 ケンセツケイザイブケンセツカソウムカンリカカリ		参事補佐兼総務管理係長　江藤繁徳
事務主査　末廣英子 サンジホサケンソウムカンリカカリチョウエトウシゲトクジムシュサマツヒロエイコ		0943-23-1971		yame_city_kensetsu@city.yame.lg.jp

		217								福岡県 フクオカケン		大川市				鳩山　二郎 ハトヤマジロウ		建設課 ケンセツカ		国県事業推進係長　島崎恵一 クニケンジギョウスイシンカカリチョウシマザキケイイチ		0944-85-5596		okwkensetsu@city.okawa.lg.jp

		218								福岡県 フクオカケン		宗像市 ムナカタシ				谷井　博美 タニイヒロミ		秘書政策課 ヒショセイサクカ		寺尾 テラオ		0940-36-0890		tera0597@tw.city.munakata.fukuoka.jp

		219								福岡県 フクオカケン		古賀市 コガシ				中村　隆象 ナカムラタカシゾウ		建設課 ケンセツカ		課長　清水勇喜 カチョウシミズユウキ		092-942-1111		kensetsu@city.koga.fukuoka.jp

		220						幹事 カンジ		福岡県 フクオカケン		福津市 フクツ		○		小山　達生 コヤマタツオ		広報秘書課 コウホウヒショカ				0940-43-8113		koho2@city.fukutsu.lg.jp

		221								佐賀県 サガケン		多久市 タクシ				横尾　俊彦 ヨコオトシヒコ		総務課秘書係 ソウムカヒショガカリ		末吉 スエヨシ		0952-75-2115		sueyoshi-hiroaki@city.taku.lg.jp

		一旦
保留 イッタンホリュウ								佐賀県 サガケン		小城市 オギシ				江里口　秀次 エサトクチヒデツグ		建設課 ケンセツカ		主事　永田 シュジナガタ		0952-37-6120		kensetsu@city.ogi.lg.jp

		222								長崎県 ナガサキケン		長崎市 ナガ				田上　富久 タウエトミヒサ		建設局土木部土木企画課 ケンセツキョクドボクブドボクキカクカ		片山　稔夫 カタヤマミノルオット		095-829-1415		katayama_toshio@city.nagasaki.lg.jp

		223								長崎県 ナガサキケン		佐世保市 サセボシ		○		朝長　則男 アサナガノリオ		土木部土木政策管理課 ドボクブドボクセイサクカンリカ		係長　谷川寿雄 カカリチョウタニガワコトブキオス		0956-24-1111（2960）		doboku@city.sasebo.lg.jp

		224								長崎県 ナガサキケン		島原市 シマバラシ		○		古川　隆三郎 フルカワリュウザブロウ		道路課道路整備班 ドウロカドウロセイビハン		係長　森宏伸 カカリチョウモリヒロノブ		0957-63-1111		h-mori@city.shimabara.lg.jp

		225								長崎県 ナガサキケン		平戸市 ヒラド		○		黒田　成彦 クロダナヒコ		まちづくり課 カ		高田 タカダ		0950-22-4111		machidukuri@city.hirado.lg.jp

		226								長崎県 ナガサキケン		雲仙市 ウンゼンシ				金澤　秀三郎		建設整備部監理課 ケンセツセイビブカンリカ		主査　石田勝幸 シュサイシダカツユキ		0957-38-3111		kanri@city.unzen.lg.jp

		227								熊本県 クマモトケン		熊本市				大西　一史 オオニシカズフミ		都市建設局道路整備課 トシケンセツキョクドウロセイビカ		技師　末松佐和子 ギシスエマツサワコ		096-328-2484		douroseibi@city.kumamoto.lg.jp

		228								熊本県 クマモトケン		荒尾市 アラオシ		○		山下　慶一郎 ヤマシタケイイチロウ		土木課事業係 ドボクカジギョウカカリ		前崎、清水 マエサキシミズ		0968-63-1464		doboku@city.arao.lg.jp

		229								熊本県 クマモトケン		合志市 コウシシ		○		荒木　義行 アラキヨシユキ		政策課 セイサクカ		主査　松井智則 シュサマツイトモノリ		096-248-1028		seisaku@city.koshi.lg.jp

		230								大分県 オオイタケン		大分市 オオイタシ		○		佐藤　樹一郎 サトウキイチロウ		土木建築部土木管理課 ドボクケンチクブドボクカンリカ		専門員　松尾裕治 センモンインマツオユウジ		097-537-5630		dokan@city.oita.oita.jp

		231								大分県 オオイタケン		佐伯市 サエキ		○		西嶋　泰義 ニシジマヤスヨシ		建設部都市計画課 ケンセツブトシケイカクカ		総括主幹　武田哲寿 ソウカツシュカンタケダテツコトブキ		0972-22-3269		N-Takeda@city.saiki.lg.jp

		232								宮崎県 ミヤザキケン		都城市 ミヤコノジョウシ				池田　宜永 イケダヨロナガ		土木部都市計画課 ドボクブトシケイカクカ		副主幹　新原　淳伸 フクシュカンニイハラジュンシン		0986-23-2762		toshikei@city.miyakonojo.miyazaki.jp

		233								宮崎県		日南市 ニチナン				﨑田　恭平 サキタキョウヘイ		建設課		課長補佐兼建設係長　古澤幸夫		0987-31-1138		y-furusawa_ni@city-nichinan.jp

		234								宮崎県 ミヤザキケン		綾町 アヤ		○		前田　穰 マエダ		建設課 ケンセツカ		係長　田牧良 カカリチョウタマキヨ		0985-77-3467		r.tamaki@town.aya.lg.jp

		235								鹿児島県 カゴシマケン		阿久根市 アクネシ				西平　良将 ニシヒラリョウショウ		秘書広報課 ヒショコウホウカ		根比 ネヒ		0996-73-1211		nehi@city.akune.kagoshima.jp

		236								鹿児島県 カゴシマケン		出水市 イズミシ		○		渋谷　俊彦 シブタニトシヒコ		建設部都市計画課 ケンセツブトシケイカクカ		計画管理係長　濱畑信一 ケイカクカンリカカリチョウハマハタケノブカズ		0996-63-4063		tokei_c@city.izumi.kagoshima.jp

		237								鹿児島県 カゴシマケン		西之表市 ニシノオモテシ		○		長野　力 ナガノチカラ		建設課 ケンセツカ		技術補佐兼都市計画係長　上妻敏男 ギジュツホサケントシケイカクカカリチョウウエツマトシオ		0997-22-1111（264）		toshikei@city.nishinoomote.lg.jp

		238								鹿児島県 カゴシマケン		薩摩川内市 サツマセンダイシ		○		岩切　秀雄 イワキリヒデオ		都市計画課 トシケイカクカ		グループ員　森永浩一郎 インモリナガヒロシイチロウ		0996-23-5111		toshikeikaku@city.satsumasendai.lg.jp

		239								鹿児島県 カゴシマケン		奄美市 アマミ				朝山　毅 アサヤマツヨシ		都市整備課 トシセイビカ		森 モリ		0997-52-1111（内線1313） ナイセン		hisyo@city.amami.lg.jp

		240								鹿児島県 カゴシマケン		十島村 トシマムラ				肥後　正司 ヒゴマサシ		総務課 ソウムカ		主事　藏町拓郎 シュジクラマチタクロウ		099-222-2101		soumu@vill.kagoshima-toshima.lg.jp

		241								鹿児島県 カゴシマケン		さつま町 チョウ		○		日髙　政勝 ヒタカマサカツ		総務課 ソウムカ		主幹兼係長　大平誠 シュカンケンカカリチョウオオヒラマコト		0996-53-1111		so-gyosei@satsuma-net.jp

		242								鹿児島県 カゴシマケン		中種子町		○		田渕川　寿広 タフチカワコトブキヒロ		総務課 ソウムカ		行政係長　阿世知 ギョウセイカカリチョウアセシ		0997-27-1111（211）		naka-soumu@town.nakatane.kagoshima.jp

		243								鹿児島県 カゴシマケン		南種子町 ミナミタネチョウ		○		名越　修 ナゴシオサム		総務課 ソウムカ		行政係長　園田一浩 ギョウセイカカリチョウソノダカズヒロ		0997-26-1111（内線104） ナイセン		soumu2@town.minamitane.lg.jp

		244								鹿児島県 カゴシマケン		宇検村 ウケンソン		○		元田　信有 モトタノブアリ		総務企画課 ソウムキカクカ		主幹兼係長　亀石広美 シュカンケンカカリチョウカメイシヒロミ		099-767-2211（124）		soumu@vill.uken.lg.jp

		245								鹿児島県 カゴシマケン		瀬戸内町 セトウチチョウ		○		鎌田　愛人 カマダアイヒト		企画課 キカクカ		主査　太原佳文 シュサフトハラカブン		0997-72-1112		shinkou@town.setouchi.lg.jp

		246								鹿児島県 カゴシマケン		龍郷町 タツゴウチョウ				徳田　康光 トクダヤスミツ		総務企画課 ソウムキカクカ		課長補佐　大吉正一郎 カチョウホサオオヨシマサイチロウ		0997-69-4512		soumukikaku@town.tatsugo.lg.jp

		247								鹿児島県 カゴシマケン		与論町 ヨロンチョウ		○		山　元宗 ヤマモトムネ		総務企画課 ソウムキカクカ		課長　沖島範幸 カチョウオキシマノリユキ		0997-97-3111		kikaku@yoron.jp

		248								沖縄県 オキナワケン		石垣市 イシガキシ		○		中山　義隆 ナカヤマヨシタカ		企画政策課 キカクセイサクカ		金盛 カネモリ		0980-82-4030		mito714@city.ishigaki.okinawa.jp

		249								沖縄県 オキナワケン		豊見城市 トミグスクシ				宜保　晴毅 ギボハレツヨシ		秘書広報課 ヒショコウホウカ		宮城盛秀 ミヤギモヒデ		098-850-0023		hisyo-kouhou@city.tomigusuku.okinawa.jp

		250								沖縄県 オキナワケン		宮古島市 ミヤコジマシ		○		下地　敏彦 シモヂトシヒコ		都市計画課 トシケイカクカ		課長補佐兼企画課長　荷川取（にかどり） カチョウホサケンキカクカチョウニカドリ		0980-76-6507
（内線85237） ナイセン		n-katsuhiro@city.miyakojima.lg.jp

		251								沖縄県 オキナワケン		金武町 キンチョウ				仲間　一 ナカマハジメ		総務課 ソウムカ				098-968-2111		yuta_415@town.kin.okinawa.jp

		252								沖縄県 オキナワケン		北中城村 チュウシロムラ				新垣　邦男 アラガキクニオ		建設課 ケンセツカ		課長　瀬上恒星 カチョウセウエコウホシ		098-935-2233		ksegami@vill.kitanakagusuku.lg.jp

		253								沖縄県 オキナワケン		与那原町 ヨナバルチョウ		○		古堅　國雄 フルゲンクニオス		まちづくり課 カ		主事　宮城結 シュジミヤギユイ		098-945-7244		miyag.y@town.yonabaru.okinawa.jp

		254								沖縄県 オキナワケン		与那国町 ヨナグニチョウ				外間　守吉 ソトマモリヨシ		まちづくり課 カ		主事補　入米蔵亨 シュジホイコメクラトオル		0980-87-3580		akira-i@town.yonaguni.okinawa.jp

				顧問名簿 コモンメイボ

		番号 バンゴウ		ブロック		ブロック所属
都道府県 ショゾクトドウフケン				都道府県 トドウフケン		市町村 シチョウソン				氏名 シメイ		担当課 タントウカ		担当者 タントウシャ		連絡先 レンラクサキ		E-MAIL

		1		近畿 キンキ				顧問 コモン		京都府 キョウトフ						山田　啓二		建設交通部道路管理課 ケンセツコウツウブドウロカンリカ		維持・防災担当
西村　信治 イジボウサイタントウニシムラノブハル		075-414-5261		s-nishimura81@pref.kyoto.lg.jp
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【電線共同溝と直接埋設の比較】

無電柱化はコストが高い

地上機器
（トランス等）

特殊部

ケーブル（電力）

管路

道路区域民地

特殊部

ケーブル（通信）
電線管理者負担

道路管理者負担

管路

管路

○従来方式の電線共同溝では、整備費用は約３．５億円／㎞を要しており、海外では
一般的な直接埋設と比較して、コストが高い

通信線

電力線電力用管路

通信用管路

※１ コストには、上記のほか、電気・通信設備（地上機器（トランス）、
ケーブル）工事に係る費用（約1.8億円/km）がある。

※２ 日本において導入実績がないことから試算したもの。

民地

【電線共同溝のイメージ】

電線共同溝 直接埋設

断面図

コスト
（※１）

土木工事 約3.5億円/km 土木工事 約0.8億円/km

採用して
いる主な
国（都
市）

日本、韓国等
ロンドン、パリ、ベルリン、

ニューヨーク等

（※２）
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低コスト手法の取組状況

管路の浅層埋設 小型ボックス活用埋設 直接埋設

現行より浅い位置に埋設 小型化したボックス内に
ケーブルを埋設

ケーブルを地中に直接埋設

・浅層埋設基準を緩和

（H28年4月施行）

・モデル施工着手（平成28年度～） ・直接埋設方式導入に向けた課題の
とりまとめ（H27年12月）

・電力ケーブルと通信ケーブルの離
隔距離基準を改定（平成28年9月施
行）

・直接埋設用ケーブル調査、舗装へ
の影響調査（平成28年度内予定）

・全国展開を図るための技術マニュア
ルを作成（平成２８年度内予定）

・全国展開を図るための技術マニュア
ルを作成（平成28年度内予定）

・モデル施工に着手（平成29年度予
定）

管路の事例（国内）

直接埋設の事例（パリ）

通信
ケーブル

電力
ケーブル

小型ボックスの事例
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「電線等の埋設に関する設置基準」の見直し

ケーブル・小径管（径15cm未満）
※ 小径管は電力用、一般的な通信用の管

大径管（径15cm以上）
※ 通信用の管で、１本の外管の中に複数本

の内管を収容するもの

小径管（電力）

大径管（通信）

凡例

40cm

見直し前

見直し前

表層
（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

舗
装
厚

舗
装
厚

表層
（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

径15cm未満
の場合

径15cm以上
の場合

◎基準の見直しイメージ （電線又は電線を収容する管路）

車道※１（交通量の少ない※２生活道路の例）
（舗装厚50cmの場合を想定）

歩道（幹線道路の例）
（舗装厚20cmの場合を想定）

Ｈ２８年２月２２日 ：通知
Ｈ２８年４月 １日 ：施行

【見直し前】
路面から管路頂部までの深さは、舗装厚＋30cm以下としない

【見直し後】
路面から管路頂部までの深さは、舗装厚＋10cm以下としない
径15cm未満の管路の場合は、下層路盤の上面より10cm以下としない

【見直し前】
路面と電線の頂部との深さは、40cm以下としない

【見直し後】
路盤上面から電線頂部までの深さは、10cm以下としない

※１：舗装計画交通量N4相当以下の道路

※２：大型車の交通量が250台/日・方向未満

15cm

25cm

20cm

45cm

60cm

35cm

80cm

(20cm)

(50cm)
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地中電線の離隔距離に関する基準の見直し

○ 電力ケーブルと通信ケーブルの離隔距離に関する基準※（３０ｃｍ）

により、電線共同溝の断面が大きくなる

○ 基準の見直しにより、収容断面を小型化（コスト縮減）

総務省：有線電気通信設備令施行規則

経産省：電気設備の技術基準の解釈

目的、背景

技術的検討試験の実施

【試験の結果】

難燃性の防護材被覆等のケーブルや管な

どによる対策を講じた上で、離隔０ｃｍで

敷設（接触して埋設）可能

（H26.11～H27.4）

総務省、経済産業省における基準見直し

見直し後

※難燃性の防護被覆を使用し、電力線が222Ｖ以下の場合
（電圧が222Ｖより高い場合は接触しないように設置）

接触※

今後の展開

・小型ボックス方式の施工着手（新潟県見附市）

・全国展開を図るためのマニュアル作成 等
（小型ボックス）

電力線

通信線
アーク放電による変色

小型ボックスの事例

※

離隔距離30cm → 0ｃｍ※

総 務 省

経済産業省

Ｈ28年6月16日 施行

Ｈ28年9月13日 施行

○電磁誘導試験 ○アーク放電試験

電力ｹｰﾌﾞﾙへの通電が周辺の通
信ｹｰﾌﾞﾙに与える影響を検証

アーク放電が通信ｹｰﾌﾞﾙに
与える影響を検証

W(0cm, 10cm)
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低コスト無電柱化モデル施工の概要（新潟県見附市）

○見附市では、造成を計画している住宅地「ウェルネスタウンみつけ」において、
小型ボックス活用埋設、浅層埋設による無電柱化を計画

浅層埋設 小型ボックス活用埋設

・事業箇所 ：新潟県見附市柳橋町地内

・路線名 ：市道 柳橋４４号線～５０号線

・延長 ：１，２８０ｍ

・無電柱化手法：電線共同溝（要請者負担方式）

Ｈ２７．１２ 「見附市低コスト無電柱化モデル施工

技術検討会」設立し技術検討を実施

H２８年度 電線共同溝工事予定

○経緯

○概要
至る 新潟市

至る 長岡市

中之島
見附IC

見附駅

◎見附市役所

新潟県見附市

浅層埋設

小型ボックス活用

ウェルネスタウンみつけ

「ウェルネスタウンみつけ」イメージ

○特徴

当初

舗
装
厚

90cm

(30cm)

見直し後

40cm

50cm

床掘断面が縮小

（一般部）

（特殊部）

FA

BD
高 高

低 低

低 低
高 高

従来

低圧電力線
と通信線の
同時収納に
より小型化

従来 見直し後

200

見直し後
250

坑外作業と
することで
小型化

1
5
0
0

1060

5
0
0

みつけしやなぎばしまち

やなぎばし

900

電力線 通信線

み つ け し
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＜現地の状況＞＜平面図＞

・事業箇所 ：京都府京都市中京区石屋町～柏屋町地内

・路線名 ：一般市道 先斗町通

・延長 ：４９０ｍ

・低コスト手法 ：小型ボックス活用埋設（電線共同溝方式）

Ｈ２６～ 京都市と先斗町街づくり協議会で無電柱化の検討

Ｈ２７．１２ 京都市で、地上機器設置へ御協力いただく方と調印式を実施

○経緯

○概要

ＪＲ京都駅

京阪
祇園四条駅

京阪
三条駅

京都御所

二之丸庭園
先斗町通

1

9

1

24

・

京都府京都市

小型ボックス活用埋設の検討のほか、特殊部の小型化や地上機器の

改良、美装化等を実施

○特徴

な か ぎょ う く い し や ちょ う かしわやちょう

ぽんとちょうどおり

○京都の五花街の一つ先斗町は、幅員が狭く従来の電線共同溝整備が困難であったが、
地域の御協力を得て、小型ボックス活用埋設による無電柱化を検討

低コスト無電柱化モデル施工の概要（京都市中京区先斗町通）
な か ぎょ う く ぽんとちょうどおり
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地中化以外による無電柱化の方法
裏配線：
無電柱化する道路の裏通りから配線する方法

表通りの配線

裏通りに移設

整備前

整備後

メイン通りを
無電柱化

軒下配線：
電線類の一部を軒下や壁面に設置する方法

【軒下配線の状況】

軒下配線

三重県亀山市関町 福島県南会津郡下郷町大内宿
14



○道路事業や市街地開発事業等が実施される場合、これらの事業と併せて無電柱化を実
施することにより、効率的な整備が可能

道路事業や市街地開発事業等の実施と併せた無電柱化

新設道路

歩道

電線共同溝

新設事業

岡山県岡山市（国道１８０号総社・一宮ＢＰ）

歩道整備事業

静岡県湖西市（国道３０１号歩道整備）

【同時整備によるメリット】

○ それぞれの事業で重複する工程（土工や舗装、復旧工事等）を一度に行うことによるコスト縮減

○ 工期短縮に伴う沿道住民や一般交通への影響の軽減 など

15
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＜地域との連携強化＞

○無電柱化を実現するには、トランス等の地上機器を一定間隔で設置する必要があり、
住民との合意形成が必要。

地上機器設置の調整

道路区域民地

1,100

1
,4
5
0

（単位：mm）

高
さ

幅

＜地上機器の大きさ＞

・数十メートルごとに地上機器を設置する必要

公園内への地上機器の設置 民地を活用した地上機器の設置

地上機器

＜電線共同溝の設備＞ 地上機器
（トランス等）

・地域との連携を図り、地上機
器を公園や民地等に設置す
ることにより、歩道の無い道
路でも無電柱化を実施

＜にし茶屋街（金沢市野町）＞

地上機器

＜ひがし茶屋街（金沢市東山）＞ 16



占用制限の概要

道路法第３７条（道路の占用の禁止又は制限区域等）
道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、又は

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五
条及び前第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。

・ 緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止

・ 既存電柱については、当面の間、占用を許可

・ やむを得ない場合は、仮設電柱の設置を許可（原則２年間）

日程

Ｈ２７年１２月２５日：地方整備局、県・政令市に対し、運用通達を発出

２月下旬～３月 ：区域指定を告示（直轄国道）

Ｈ２８年４月～ ：占用制限開始（直轄国道）

新たな電柱
（占用を禁止）

緊急輸送道路

既設電柱（当面の間許可）

○直轄国道の緊急輸送道路において電柱の新設を禁止する措置を開始（平成２８年４月）

○緊急輸送道路（全道路約１２０万ｋｍのうち、約９万ｋｍ）
災害対策基本法第４０条の都道府県防災会議において作成する地域防災計画に位置づけられている道路。
災害時の緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路。

緊急輸送道路における道路占用の禁止又は制限
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○一般電気事業者、電気通信事業者、有線放送事業者等が、緊急輸送道路において無
電柱化を行う際に新たに取得した電線等に係る固定資産税の特例措置を講じる

※地方税法等の一部を改正する等の法律 〔平成28年4月1日施行〕

固定資産税の課税標準を

４年間２／３に軽減

（道路法３７条に基づく占用区域の場合）

固定資産税の課税標準を

４年間１／２に軽減

緊急輸送道路における税制措置

○防災上重要な道路における無電柱化を促進するため、電線管理者に対し固定資産税の特例措置を講じる。

特例措置の内容

高圧線

低圧線

通信線
トランス

分岐器（クロージャー）

地中化

通信管
低圧管
高圧管

地上機器

【対象施設】

地上機器
（トランス等）

通信設備（クロージャー等）

ケーブル

【特例措置の内容】

・対象施設：電線管理者が緊急輸送道路で無電柱化を行う際に新たに取得した電線等
・特例措置の内容：道路法第３７条に基づき電柱の占用を禁止している道路の区域 ： 課税標準４年間１／２

・特例期間：３年間（平成２８年度～平成３０年度）
上記以外の区域 ： 課税標準４年間２／３

18



〇 国庫債務負担行為を拡充し、電線共同溝事業にお
いてＰＦＩ手法を活用することにより、管路整備に
精通した民間技術・ノウハウの活用や市場の民間資
金活用の促進を図り、さらに無電柱化を推進。

道路管理者
（直轄又は地方公共団体）

○ 無電柱化を推進するため、電線共同溝整備（直轄）において、民間技術やノウハウ、
資金の活用を図るためにＰＦＩ手法を活用する場合について、必要に応じて１５箇年以内
で国庫債務負担行為を設定できるよう制度を拡充。

①事業契約 ④対価の支払
（電線共同溝整備完了後は、
建設費と管理費を支払い）

資金調達

③所有権移転
（ 電線共同溝整備完了後 ）

選定事業者

②事業の実施
1) 調査・設計
2) 占用者との調整
3) 電線共同溝の整備
4) 管理

地
元
住
民

電
線
管
理
者

占用料

調整

調整

＜ＰＦＩ手法によるスキーム（イメージ）＞

176

110

80

73

57

51

37

36

5

1

①コストが高い

②電力会社や通信会社などとの調整が困難である

③トランスの置き場所がない

④道路が狭くて事業ができない

⑤工事の期間が長い

⑥地域の住民の協力が得られない（得られにくい）

⑦無電柱化の事業を理解した職員がいない

⑧何から手をつけたらよいかよく分からない（ノウハ

ウがない、他の事例がよくわからない）

⑨何が課題かわからない

⑩課題は特にない

（複数回答可）

市区町村長の会において、Ｈ２８．２にアンケート調査を実施。２５２団体中の１８９団体から回答（回答率７５％）

【無電柱化事業を実施するにあたっての課題】 【規制緩和】

無電柱化事業の課題として、関係者との調整に時間を要すること、整備コストが
高いこと、本体整備期間の財政上の負担が大きいことなどが挙げられる。

【低コスト手法の取組状況】

管路の浅層埋設 小型ボックス活用埋設 直接埋設

現行より浅い位置に埋設 小型化したボックス内にケーブルを埋設 ケーブルを地中に直接埋設

基準緩和を受け、それぞれの低コスト手法についての取組が進み、民間技術の提案
の選択肢が拡大。

○埋 設 基 準 の 緩 和 ……Ｈ２８．４． １施行（国交省）
○離隔距離基準の緩和……Ｈ２８．６．１６施行（総務省）

Ｈ２８．９．１３施行（経産省）

無電柱化事業の低コスト化に向け、本年度、埋設基準と離隔距離基準について緩和。

民間金融機関
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ＰＦＩ手法を活用した無電柱化のための国庫債務負担行為の拡充


	無電柱化の現状
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	欧米諸国の状況（ロンドン、パリ、ベルリン）
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	無電柱化はコストが高い
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20

