
 
 

令和３年１１月 １ 日 

 

無電柱化パネル展を開催します 

～毎年１１月１０日は「無電柱化の日」です～ 

 

 

 

 

 

 

１．開催場所  ※詳細は別紙参照 

１．  ①千歳会場 道の駅「サーモンパーク千歳」  ②砂川会場 砂川市地域交流センター「ゆう」 

２．  ③深川会場 深川市文化交流ホールみ・らい 

２．開催期間 

３．  ①千歳会場 令和３年１１月１０日（水）１３時 ～ １１月１８日（木）１３時まで 

４．  ②砂川会場 令和３年１１月 ６日（土） ９時 ～ １１月１９日（金）１３時まで 

５．  ③深川会場 令和３年１１月 ６日（土） ９時 ～ １１月２１日（日）１３時まで 

６．  ※初日と最終日以外は施設の開館時間に併せて展示 

３．展示内容  

無電柱化を推進する北海道、千歳市、砂川市、深川市と共催で、無電柱化の目的、無電柱化技術

の紹介等をパネル展示。 
 

※１１月８日（月）から１１月１４日（日）に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）に

おいて無電柱化パネル展を開催しています。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/release/slo5pa00000050th-att/slo5pa000000btyt.pdf 

※無電柱化の日とは 
  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 

 

札幌開発建設部では、｢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３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。 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 

    道路計画課 課  長 笠松 周悟（電話番号 011-611-0239 ダイヤルイン） 

道路計画課 課長補佐 中野 賢也（電話番号 011-611-0239 ダイヤルイン） 

札幌開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ 
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【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 

      ○○課 課  長 ○○ ○○（電話番号 011-000-0000 ダイヤルイン） 

○○課 課長補佐 ○○ ○○（電話番号 011-000-0000 ダイヤルイン） 

札幌開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ 



道路上から電柱・電線をなくす無電柱化。
「防災」、「交通安全」、「景観形成・観光振興」を目的に様々な手法で行われている
無電柱化や地域の取り組みについてパネルで紹介します。

道路上から電柱・電線をなくす無電柱化。
「防災」、「交通安全」、「景観形成・観光振興」を目的に様々な手法で行われている
無電柱化や地域の取り組みについてパネルで紹介します。

●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 札幌開発建設部
　電話（代表）：011-611-0239

道の駅
はなやか小清水内

国道36号千歳市　千歳電線共同溝

11/  8（月）～14（日）
11/  1（月）～  5（金）
11/  9（火）～12（金）
11/15（月）～19（金）
11/  8（月）～12（金）
11/  8（月）～12（金）
11/  8（月）～12（金）
11/  8（月）～12（金）
11/  2（火）～12（金）
11/  2（火）～12（金）
11/  2（火）～15（月）
11/  8（月）～15（月）
11/  5（金）～14（日）

チ・カ・ホ 札幌駅前通地下歩行空間
道の駅 なないろ・ななえ
函館市役所 
函館コミュニティプラザ シエスタハコダテ
JR小樽築港駅
JR余市駅
JR倶知安駅 
道の駅 ニセコビュープラザ
JR旭川駅
旭川合同庁舎
旭川空港
富良野マルシェ
苫小牧市役所

11/  8（月）～19（金）
11/  8（月）～19（金）
11/  9（火）～12（金）
11/  5（金）～12（金）
11/  5（金）～12（金）
11/  8（月）～12（金）
11/  1（月）～14（日）
11/15（月）～26（金）
11/29（月）～12/3（金）
11/  4（木）～18（木）
11/  4（木）～18（木）

10/30（土）～11/10（水）

（札幌市）
（七飯町）
（函館市）
（函館市）
（小樽市）
（余市町）
（倶知安町）
（ニセコ町）
（旭川市）
（旭川市）
（東神楽町）
（富良野市）
（苫小牧市）

釧路地方合同庁舎
釧路市役所 
帯広市役所 
木野コミュニティセンター
道の駅 ガーデンスパ十勝川温泉
めむろーど
中央プロムナード（北見駅）
網走市役所 
小清水ツーリストセンター（　  　　　　　）
道の駅 るもい
旧 増毛駅
稚内市地域交流センター キタカラ

（釧路市）
（釧路市）
（帯広市）
（音更町）
（音更町）
（芽室町）
（北見市）
（網走市）
（小清水町）
（留萌市）
（増毛町）
（稚内市）

場所 ： 道の駅サーモンパーク千歳
主催 ： 国土交通省北海道開発局
　　　札幌開発建設部、千歳市

【千歳会場】【千歳会場】

11/10     1811/10     18水 木
場所 ： 砂川市地域交流センターゆう
主催 ： 国土交通省北海道開発局
　　　札幌開発建設部、砂川市

【砂川会場】【砂川会場】

11/6     1911/6     19土 金
場所 ： 深川市地域交流センターみ・らい
主催 ： 国土交通省北海道開発局
　　　札幌開発建設部、北海道、深川市

【深川会場】【深川会場】

11/6     2111/6     21土 日

無電柱化の日パネル展無電柱化の日パネル展



開 催 会 場

【開催会場】
道の駅「サーモンパーク千歳」

(千歳市花園２丁目)

【整備中】国道36号 千歳本町電線共同溝
Ｌ＝0.88km（上下線）※道路延長0.44km

【千歳会場】道の駅「サーモンパーク千歳」

整備中（北海道開発局）

整備済（北海道開発局・北海道）千歳市役所

電線共同溝

至札幌

ＪＲ千歳駅

至苫小牧

至留萌

至深川IC

【開催会場】
深川市文化交流ホールみ・らい １階

（深川市５条７番２０号）

深川市立病院

深川市役所

【整備中】国道233号 深川電線共同溝
Ｌ＝0.9km（上下線）※道路延長0.45km整備中（北海道開発局・北海道）

整備済（北海道・深川市）

電線共同溝

【砂川会場】砂川市地域交流センター「ゆう」

【深川会場】深川市文化交流ホールみ・らい

【開催会場】
砂川市地域交流センター「ゆう」
（砂川市東３条北２丁目３－３）

砂川市役所

砂川市立病院

至旭川

ＪＲ砂川駅

至札幌

【整備中】国道12号 砂川電線共同溝
Ｌ＝1.4km（上下線）
※道路延長0.7km

整備中（北海道開発局）

電線共同溝

【整備中】道道深川雨竜線 本町通
Ｌ＝1.57km（上下線）※道路延長0.785km

ＪＲ深川駅



●台風や地震などの災害時に、電柱が倒れたり、電線が垂れ下がったりするといっ
た危険がなくなります。また、倒れた電柱に道をふさがれることがないため、災
害時の緊急車両の通行もスムーズになります。

突風・飛来物による電柱の倒壊（東川町 町道）

●電柱をなくすことで、狭い歩道の幅を拡げることにより、通行空間の快適性・
安全性を確保します。また、冬期の除雪作業が改善されます。

通行の障害（国道274号 札幌市） 電柱の周辺は人力除雪となるため、効率が低下
（国道36号 苫小牧市）

防災

安全・円滑な交通確保

●景観の阻害要因となる電柱・電線をなくすことで、美しい景色を取り戻します。

景観形成・観光振興

羊蹄山の眺望(国道5号 ニセコ町) 余市蒸留所前(国道229号 余市町)

無電柱化の目的
参考資料

暴風雪による電柱の倒壊（国道336号 大樹町）



これまでの整備事例
参考資料

【Before】

国道12号 札幌市

【After】

【Before】

【After】

国道36号 札幌市

【Before】

国道230号 札幌市

【After】 【After】

【Before】

国道337号 千歳市


