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第１回 目黒銀座商店街
無電柱化事業 住民説明会

令和３年４月２６日
目黒区 都市整備部

みどり土木政策課施設計画係
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１ 無電柱化の推進について
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1‐1. 無電柱化の概要

■ 無電柱化とは?

無電柱化とは、道路上から電柱・電線を無くすことです。

施工前 施工後

1‐1. 無電柱化の概要

（品川区戸越銀座）
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1‐1. 無電柱化の概要

（目黒区無電柱化推進計画）

■ なぜ無電柱化するの?
【無電柱化の3つの目的】
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■ 地震や台風等による電柱の倒壊状況
（出典：国土交通省HP）

1‐1. 無電柱化の概要
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■ 無電柱化の整備状況
世界の都市では無電柱化が一般的です。
日本では、一番進んでいる特別区で約8％、
当区では区道約350㎞のうち、約4.6㎞しか整備されていません。

1‐1. 無電柱化の概要

※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）

（目黒区無電柱化推進計画）
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■ 無電柱化の一般的な整備手法

無電柱化の整備手法は、「地中化」と「地中化以外」の手法に大別
されます。電線を道路の地下に埋設する「地中化」が一般的な整備
手法です。

無 電 柱 化

地中化による
無電柱化

地中化以外による
無電柱化

（自治体管路方式・単独地中化方式・要請者負担方式）
※旧来の方式や開発現場の方式等

裏 配 線

軒下配線

電線共同溝方式以外

電線共同溝方式
（通常型・柱状機器方式）

1‐1. 無電柱化の概要
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■ 地中化による無電柱化
○ 電線共同溝方式:通常型

電線共同溝方式のイメージ

1‐1. 無電柱化の概要

（出典：国土交通省HP）

道路の地下に電線（電力
、通信等）を収容する管
路等を道路管理者（区）
が敷設し、その中に電線
を収容する方式です。

地上機器
H= 1.45ｍ

W＝1.10ｍ

D＝0.45ｍ



10

■ 地中化による無電柱化
○ 電線共同溝方式:柱状機器方式

歩道の幅が狭くて地上機
器（変圧器等）が設置で
きない場合に、地上機器
の代替機器を街路灯に設
置する方式です。

戸越銀座

1‐1. 無電柱化の概要

柱状機器

北品川
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■ 地中化以外による無電柱化
○ 裏配線

○ 軒下配線

裏通りから表通りの沿道家屋に電
線の引込を行い、表通りを無電柱
化する手法

引き込む電線を沿道家屋の軒下ま
たは軒先に配置して無電柱化する
手法

1‐1. 無電柱化の概要

（出典：国土交通省HP）
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■ 目黒区無電柱化推進計画（令和２年８月策定）
〔目的〕

区道の無電柱化を効果的かつ効率的に推進するため

〔計画期間〕
令和2年度～11年度までの10年間

〔整備目標〕
計画期間中に優先整備路線等、約2.8ｋｍの事業
着手、整備を目指す

〔優先整備路線〕
区道350ｋｍから「路線の重要性」「施工性」「事
業の優先度」について評価して整備計画路線を定め
その中から整備効果、経済性の観点で5路線を選定

①東邦大学病院前、都立駒場高校前
②目黒銀座商店街
③東京共済病院周辺
④洗足商店街
⑤柿の木坂通り南

1‐２. 目黒区無電柱化推進計画
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■ 目黒区無電柱化推進計画（令和２年８月策定）

基本方針１
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

基本方針２
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

基本方針３
新たな整備手法を活用し、コストの縮減、工期の短縮を図る

1‐２. 目黒区無電柱化推進計画

基本方針４
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推
に取り組む
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２ 目黒銀座商店街の無電柱化について



15

○ 路線名:特別区道C49号線、１級幹線６号線、特別区道C４７号線
○ 延 ⾧:L ＝約８５0ｍ、 幅 員:W ＝7.1～6.0ｍ （歩道なし）

■ 事業目的・位置等

2‐1. 概要

目黒土木公園
事務所跡地

目黒区役所
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■ 目黒銀座商店街の位置づけ

2‐2. 現状と課題

防災拠点

防災・安全・景観
全ての観点で重要な路線

柱
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■ 目黒銀座商店街の無電柱化整備での課題

2‐2. 現状と課題

・多額の整備コスト
・工事期間が⾧い
・既存の架空電線が多い
・地上機器が設置できない
・埋設物が多い地下空間
・ソフト柱の調整内容が多い
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■ 多額の整備コスト

〇電線共同溝の整備費は施設延⾧で道路管理者負担分が約
3.5億円/km、電線管理者負担分が1.8億円/kmと多額の
整備コストがかかります。

〇無電柱化の推進のためには、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。

〇目黒銀座商店街は、東京都の「無電柱化チャレンジ支援事
業制度」を活用し、事業を進めていきます。

（出典：東京都無電柱化計画）

2‐2. 現状と課題
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2‐2. 現状と課題

■ 工事期間が⾧い

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。

（出典：国土交通省HP） （出典：国土交通省HP）
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■既存の電線等が多い
地中に埋設する電線が多いため、工事に時間がかかります。

2‐2. 現状と課題
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多回路開閉器は地上に置く必要があり、沿道の
公共施設や民有地に設置していきます。

■ 地上機器の設置場所イメージ

地
上
機
器

2‐2. 現状と課題

地上機器設置候補地

目黒区
総合庁舎

東急電鉄
高架下スペース

※地上機器位置は変更になる可能性があります。

総合庁舎敷地

民地
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○ソフト地中化
地上機器（変圧器等）を、商店街灯の支柱に配置する手法です。強度
を確保するため、新たに建て替える必要がります。建替位置に制限が
あります。

■ 地上機器の設置場所イメージ

2‐2. 現状と課題

柱状機器 柱状機器



23

■ 地域住民との合意形成

（出典：東京都HP）

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。

2‐2. 現状と課題
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■ 道幅の狭い道路

電線共同溝の整備には変圧器等を収
める地上機器の設置が必要となります
が、目黒区道の平均幅員は4.8ｍであ
り、23区の中でも平均幅員が非常に
狭く、大半が歩道の無い道路となって
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課題と
なっています。 1.1m

1.45m

0.45m

地上機器

2‐2. 現状と課題
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■ 埋設物が多い地下空間

地
上
機
器

2‐2. 現状と課題

主な埋設物:下水管、ガス管、水道管、東京電力、NTT

水道 ガス 下水道

NTT幹線

○道路の地下埋設状況

〔歩道部〕 〔車道部〕

道路には他企業の埋設物があり、電線を入れる管路や特殊部を埋
めるスペースを探すのが大変です。
必要に応じて、埋設物を移設して無電柱化します。
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■ 整備イメージ

施工前

2‐3. 整備イメージ・事業スケジュール

施工後
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■ 整備イメージ

施工前

2‐3. 整備イメージ・事業スケジュール

施工後
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■ 事業スケジュール（案）

施工後

2‐3. 整備イメージ・事業スケジュール

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０

設計

試掘
調査

移設

工事

道路復
旧

※スケジュールは変わることがあります。

無電柱化
設計

支障移設
工事

無電柱化工事

道路
復旧

試掘
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〇令和三年度から試験堀工事に着手します。着工に当
たっては改めてお知らせいたします。

〇商店街の皆様にはソフト地中化に伴う商店街灯の建
替え等、ご相談させていただきますので、ご協力を
お願いいたします。

■ 地域の皆様のご理解とご協力のお願い

３‐1. ご協力のお願い


