
 

                

令和４年１０月２８日 

 

 

無電柱化パネル展を開催します 

～１１月１０日は「無電柱化の日」です～ 
 

 

 

 

 

 

 

１．開催場所・期間   ※詳細は別紙１、別紙２参照 

①旭川合同庁舎  令和４年１１月 １日（火）～ １１月１１日（金） 

②旭川空港    令和４年１１月 １日（火）～ １１月１１日（金） 

③富良野マルシェ 令和４年１１月 ２日（水）～ １１月１３日（日） 

④士別市役所   令和４年１１月 ４日（金）～ １１月１４日（月） 

※施設の開館時間に併せて展示 

２．展示内容    

無電柱化の目的、無電柱化技術の紹介、これまでに無電柱化が行われた市町村の事例等を 

パネル展示 

※無電柱化の日（１１月１０日） 

 平成２８年１２月に成立した「無電柱化の推進に関する法律」において、国民の間に広く無
電柱化の重要性について理解と関心を深めるようにするため、１１月１０日を無電柱化の日
と位置付け、国及び地方公共団体は、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるこ
ととされています。 
「１」を並ぶ電柱に見立て、それを「０」にするという意味で１１月１０日としています。 
 

   ※無電柱化の詳細については以下のウェブサイトに掲載しております。 

    https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_iji/ud49g7000000ioha.html 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部 

        道路計画課 課  長 髙
た か

橋
は し

 誠
さ と

志
し

（0166-32-4285） 

 道路計画課 課長補佐 大西
お お に し

 功基
こ う き

（0166-32-4285） 

旭川開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/as/ 

旭川開発建設部公式 Twitter アカウント @mlit_hkd_as 

旭川開発建設部では、｢防災｣、｢安全・円滑な交通確保｣、｢景観形成・観光振興｣の観点から無電柱化

を推進しています。 

無電柱化の意義や効果について広く知っていただくことを目的に、下記の４会場においてパネル展を開

催します。なお、本パネル展は全道各地で実施する｢無電柱化の日 全道一斉パネル展｣の一環として開

催するものです。 



パネル展 開催会場

◆旭川空港

◆旭川合同庁舎

パネル展示場所① 旭川合同庁舎
（旭川市宮前1条3丁目3番15号）

開催期間：令和4年11月1日（火）～11月11日（金）

パネル展示場所② 旭川空港
（上川郡東神楽町東2線16号98番地）

開催期間：令和4年11月1日（火）～11月11日（金）
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無電柱化整備済
至 名寄市 至 網走市

至 浦河町

至 旭川市街

至 夕張市 至 浦河町
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別紙１



パネル展示場所③ 富良野マルシェ
（富良野市幸町13番1号）

開催期間：令和4年11月2日（水）～11月13日（日）

パネル展 開催会場

◆富良野マルシェ
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無電柱化整備済

◆士別市役所

パネル展示場所④ 士別市役所
（士別市東6条4丁目1番地）

開催期間：令和4年11月4日（金）～11月14日（月）
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無電柱化整備済

至 浦河町

至 旭川市

至 滝川市

至 名寄市

至 旭川市

至 留萌市
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別紙２
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無電柱化を考える
わがまちの

無電柱化を考える

無電柱化の日 全道一斉パネル展 … 道内各都市で開催します　（各開催日時は予定です。）無電柱化の日 全道一斉パネル展 … 道内各都市で開催します　（各開催日時は予定です。）
（札幌市） 国道230号札幌市北一条地下通路 11/7（月）～13（日）
（千歳市） 道の駅 サーモンパーク千歳 11/10（木）～17（木）
（砂川市） 砂川市地域交流センター ゆう 11/7（月）～14（月）
（深川市） 深川市地域交流センター み・らい 11/7（月）～21（月）
（七飯町） 道の駅 なないろ・ななえ 11/1（火）～4（金）
（函館市） 函館市役所 11/7（月）～11（金）
（函館市） 函館コミュニティプラザ シエスタハコダテ 11/14（月）～18（金）
（小樽市） JR小樽築港駅 11/7（月）～11（金）
（余市町） JR余市駅 11/7（月）～11（金）
（倶知安町） JR倶知安駅 11/7（月）～11（金）
（ニセコ町） 道の駅 ニセコビュープラザ 11/7（月）～11（金）
（旭川市） 旭川合同庁舎 11/1（火）～11（金）
（東神楽町） 旭川空港 11/1（火）～11（金）
（士別市） 士別市役所 11/4（金）～14（月）
（富良野市） 富良野マルシェ 11/2（水）～13（日）

道の駅
はなやか小清水内

（苫小牧市） 苫小牧市役所 11/2（水）～13（日）
（釧路市） 釧路合同庁舎 11/7（月）～18（金）
（釧路市） 釧路市役所 11/7（月）～18（金）
（帯広市） 帯広市役所 11/8（火）～10（木）
（音更町） 道の駅 ガーデンスパ十勝川温泉 11/9（水）～14（月）
（音更町） 木野コミュニティセンター 11/9（水）～14（月）
（芽室町） めむろーど 11/8（火）～11（金）
（上士幌町） 道の駅「かみしほろ」 11/8（火）～11（金）
（北見市） JR北見駅南 中央プロムナード 11/1（火）～14（月）
（網走市） 網走市役所 11/14（月）～24（木）
（小清水町） 小清水ツーリストセンター（　  　　　　　　） 11/24（木）～12/2（金）
（留萌市） 道の駅 るもい 11/2（水）～16（水）
（増毛町） 旧 増毛駅 11/2（水）～16（水）
（稚内市） 稚内市地域交流センター キタカラ 11/1（火）～10（木）

無電柱化の日（11月10日）
平成28年12月に成立した「無電柱化の推進に関する法律」において、国民に広く無電柱化
の重要性についての理解と関心を深めるため、無電柱化の日には、国及び地方公共団体は、
その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めることとされています。
「１」を並ぶ電柱に見立て、それを「０」にするという意味で11月10日としています。

道路上から電柱・電線をなくす無電柱化。
「防災」、「安全・円滑な交通確保」、「景観形成・観光振興」を目的に様々な手法で行われている
わがまちの無電柱化（道内各地の事例）についてご紹介します。

道路上から電柱・電線をなくす無電柱化。
「防災」、「安全・円滑な交通確保」、「景観形成・観光振興」を目的に様々な手法で行われている
わがまちの無電柱化（道内各地の事例）についてご紹介します。

札幌市／札幌夕張線（南郷通）札幌市／札幌夕張線（南郷通）

●本パネル展に関するお問い合わせ先
　国土交通省 北海道開発局 建設部 道路維持課
　電話（代表）：011-709-2311

場 所 ： 札幌駅前地下歩行空間（チ・カ・ホ） 北1条イベントスペース
　　　　（12番出口付近）
主　催 ： 国土交通省北海道開発局　北海道　札幌市
後　援 ： 北海道電力ネットワーク株式会社　北海道総合通信網株式会社
 東日本電信電話株式会社　NTTインフラネット株式会社
 株式会社ジェイコム札幌
協　力 ： NPO法人電線のない街づくり支援ネットワーク北海道支部
 国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所
 国立大学法人北海道大学

■VR（仮想現実）でみる 電柱がない街の景色
■AR（拡張現実）でみる
　　　　　　　歩道下にある埋設物の景色
  ■鉄道模型にのせたカメラからみえる
　　　　　電柱がない街の景色
　　　 ～無電柱化ジオラマ展示

12（土）・13（日）は
体験イベント開催
電柱がないまちなみの様子を
いろいろな形で体験しよう

11/7    132022
月 日

わがまちの無電柱化を考える in チ・カ・ホわがまちの無電柱化を考える in チ・カ・ホ

itou-j22ac
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【参考資料】


