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平成 25 年 5 月 10 日

が道路をばたばたと倒れていく写真を見ると、そ
れによって緊急車両の通行が妨げられるのであれ
ば、やはり改善していくべき点だと思っておりま
す。

ますし、国交省が先ほどの無電柱化の説明の際に
はよく写真で見せていただくように、災害で電柱

○西岡委員 東日本大震災の経験として、先ほど
おっしゃられたように、そういった効果があると
いうことでありまして、特に、命の道としての緊
急輸送路の確保は必要不可欠であると思っており

そういった意味で、無電柱化の効果は大変高い
ものがあるというふうに考えております。

線に比べまして、阪神・淡路大震災の例では、通
信線の場合は八十分の一、電力線の場合は約二分
の一だったというデータもございます。

おくれている理由としては、市街地では歩道の幅
員が狭くてスペースを十分確保できない路線が多

しかしながら、五カ年計画では、五年で大体五
キロから六キロ程度の達成でありまして、一年に
換算するとやはり一キロちょっとしか電線の地中
化ができていないというような状況であります。

んでいるということでありまして、もう既に七期
目に入っているというような状況であります。

ておりまして、そういうふうなところから比べる
と我が国はおくれているなというような指摘もあ
るんでしょうが、愛媛県に聞いてみると、無電柱
化対策として五カ年計画を立てながら毎回取り組

歴史的背景も違うんでしょうが、諸外国では、
パリだとかロンドンなんかは完全に無電柱化され

それ以外の政令指定都市においてもやはり二〇％
以下の達成率ということで、非常に低いというよ
うな印象を受けております。

この議事速報は、正規の会議録が発行される

○金子委員長 次に、西岡新君。
○西岡委員 日本維新の会の西岡新でございます。

今後、三十年以内に、南海地震が六〇％、東南
海が七〇から八〇％、首都直下型地震においては

に防止する効果があると認識をしております。
また、電力や通信サービスの供給面から見ても、

また台風等の災害の発生時におきまして、道路上
に設置された電柱等が倒壊をいたしまして、住民
の避難や緊急車両の通行に支障を来したことがご
ざいました。無電柱化は、このような事態を未然

尋ねしたいと思います。
○前川政府参考人 これまでも、地震の発生時、

たいと思います。
まず、国交省にお尋ねしたいと思いますが、今
回の無電柱化、電柱の地中化において、どれぐら
いの防災効果が上がると試算されているのか、お

になっておりまして、まずまずなんですけれども、

市街地等の幹線道路の無電柱化率は、東京二十三
区でも四一％、また大阪市でも三五％というふう

三三％ということでありますが、低いところでは
実は我が愛媛県の七％、これは北海道と奈良県も
同じであります。そういう状況であり、また、東
京二十三区や政令指定都市のような大都市でも、

市街地等の幹線道路の無電柱化率を見てみると、
ばらつきがあって、一番高いところでは島根県の

七〇％の確率で発生することが予測されている中
で、期限目標をしっかりと決めて取り組んでいく
べき課題であると思いますし、今現在の電柱の地
中化の状況においては、これまでの都道府県別の

京二十三区におきましても四一％と、いまだ低い

ロンドンは電線の地中化率一〇〇％でありますが、
我が国におきましては、最も整備が進んでいる東

また、今回の法改正によって、地方自治体の意識
改善について国交省がどう取り組まれていくおつ
もりなのかをお伺いしたいと思います。
○前川政府参考人 委員御指摘のように、パリ、

恐らく、多くの地方自治体が同じような認識を
共有しているのではないかと思っておりますし、

いとかの理由があるようですが、私が感じるとこ
ろでは、やはり、ミッシングリンクとか、田舎で
は道路の整備が優先されているのではなかろうか
というような印象を受けております。

たします。

議録と受け取られることのないようお願いい

ので、審議の際の引用に当たっては正規の会

今後、訂正、削除が行われる場合があります

は、原発言のまま掲載しています。

発言、理事会で協議することとされた発言等

後刻速記録を調査して処置することとされた

版で、一般への公開用ではありません。

までの間、審議の参考に供するための未定稿

本日は、道路法等の一部改正に関する法律の中
で、特に無電柱化について質問をさせていただき

例えば電線類を地中化した場合の被害率は、架空
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におきましては、大変財政事情が厳しいというこ
ともございまして、どちらかというと新設の道路

とか、そういったいろいろな観光地で、地域資源
を生かして積極的に無電柱化を推進していると考
えております。
ただ、全般的に申し上げますと、地方公共団体

積極的に進めている地方公共団体もございます。
例えば、川越市でありますとか金沢市であります

状況だと考えております。
地方の方でございますが、地域によっては、地
域の活性化また観光振興の観点から、無電柱化を

景観とか観光とか、そういった側面が強かったと
思っております。言ってみれば、それこそ、ぜい

○西岡委員 ありがとうございます。
私の地元の愛媛でも、観光地である道後温泉な
どはもう既に無電柱化されておりまして、これま
では、無電柱化というのは、防災というよりも、

れども、七千キロを八万四千キロで単純計算いた
しますと、八％という状況でございます。

ているのは約七千キロということでございます。
必ずしも残り七万七千キロ全てを無電柱化しな
ければならないというわけではないと思いますけ

おります。
特に電柱の占用につきましては、電線管理者等

国土交通省といたしましては、各道路管理者が
区域の指定に当たっての参考となりますように、
指定の考え方について、その目安を示し、周知を
して、指導をしてまいりたいというふうに考えて

道路の区域を指定して、占用の禁止または制限を
行うことができるという規定でございます。

○前川政府参考人 お答えを申し上げます。
今回の法改正によりまして、各地のそれぞれの
道路管理者が、防災上重要な道路につきまして、

○西岡委員 ありがとうございます。
占用の問題なんですけれども、金子委員長もメ
ンバーで役員をされていらっしゃいます自転車活
用推進議員連盟、これは超党派の議連で、八十名

と調整を行う無電柱化協議会が地方ブロックごと
にもう既に設立されておりますので、そういう協
議会の場を通じまして、本制度の趣旨、また指定
の考え方の目安を関係者の皆様に御理解していた

とした取り組みをするべきであって、先般審議を
させていただいた大規模な建築物の耐震診断そし
て改修についても、五千平米以上の建築物に関し
ては民間所有のものであっても義務化をしようと

ほどの国会議員が参加をしておりまして、前自民
党総裁の谷垣法務大臣が会長であります。先般、

たく品というような感覚があったのではないかと
いうように思っておりますが、そういったことが
昭和六十一年から取り組みが始まって、いまだそ
の達成率が低いというような現状を生んでいるの

とともに、社会資本整備総合交付金等によりまし
て財政的な支援も行いながら、より一層の整備が
進むように努めてまいりたいと考えております。
○西岡委員 先ほどのお話でも予算が回っていな

いうような話でありましたから、本来、重要な緊
急輸送路というものに関しては、それこそ無電柱

その議連の中に自転車活用プロジェクトチームと
いうものが立ち上がりまして、私もそのメンバー
に入れてもらいまして、自転車振興にも取り組ん
でおるところなのであります。

の整備を優先して、無電柱化のところまで予算が
回らないという実態があるというふうなヒアリン
グもさせていただいているところでございます。
国土交通省といたしましては、今回の法改正の

いというようなことでありましたが、現在の緊急
輸送路における無電柱化の達成率というのは、一

化を義務化してもいいんじゃないかというふうに
思っておりますし、これはやはり国がリーダーシ
ップをしっかりとりながら進めていかなければな
らないというふうに思っています。

無電柱化の推進によって道の幅が広がるという
ことは安全で快適な通行空間の確保のためにも非

だくように取り組んでまいりたいと考えておりま
す。

体どれぐらいでありましょうか。
○前川政府参考人 お答えをいたします。
緊急輸送道路につきましては各地域ごとに地域
防災計画に位置づけられておりますけれども、全

防災・減災の観点から、国交省のこの問題への
取り組み、そして、指導はどのように変わってき

常によいことであると思いますし、また、昨年、

だと思います。
しかし、これからは、防災の観点からしっかり

国の延長を合計いたしますと、二十三年度末の数
字で、高速道路を除きまして、緊急輸送道路、八

ておりますか、お聞かせいただければと思います。

趣旨を踏まえまして、無電柱化の必要性につきま
して地方公共団体の皆様に一層の周知を図ります

万四千キロございます。このうち、無電柱化され
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バリアフリー化も図るべきだと思っております。
そういった観点からも、この際、積極的に取り

保、これは、当然、学校などは避難所になるわけ
でございますから、いわゆる住民が逃げる道路の
安全面の確保ということを通じて、通学路などに
占用制限をかけていって、子供の通学路の安全や

た。緊急車両の通行の確保としての緊急輸送路の
電柱の地中化に加えて、私は、やはり避難路の確

京都府の亀岡で起きました、登下校中の児童に自
動車が突っ込んでいくというような事故を初め、
同様の事故が相次いで発生した事件もございまし

に電線等を通していくわけでありますが、この共
同溝の耐用年数、これは税法上でコンクリートな

○西岡委員 ぜひ、通学路のことに関しても、や
はり将来を担う子供たちの安全を守るということ
で、よろしくお願いしたいと思います。
次に、電柱の地中化となりますと、電線共同溝

しながら、安全な歩行空間を確保する取り組みを
進めてまいりたいと考えております。

この対策の実施に当たりましては、無電柱化等
の関連施策についても一体的に進めることとして
おりまして、無電柱化に関する協議会とも連携を

にしております。
それから、三点目でございますが、電線共同溝

溝に入溝していただく場合に、インセンティブを
与えるために、点検や修繕の費用も考慮して占用
料の減額をいたしているところでございまして、
電線管理者の皆さんに大きな負担が生じないよう

の費用が高いのではないかということでございま
すが、そういったことが生じないよう、電線共同

よりますと、鋳鉄製の配管の耐用年数は三十年と
いうふうにされているところでございます。
二つ目の電線共同溝に入った場合に点検や修繕

このため、地方整備局、また国総研等の研究機
関が中心となりまして、維持管理、更新に関する
基準等の情報提供、また職員等に対する研修、さ
らには施設に重大な損傷があった場合の技術的な

に限らず、地方公共団体が管理する社会資本につ
いての技術者の不足の問題でございます。
先ほど来からも一部議論があったところでござ
いますが、特に市町村におきましては、必要な技

我が党内においても意見が出たところでもありま
して、国交省も同法案の提出には問題意識を共有
していると思っておりますが、この技術者や維持
管理体制についての国交省の見解もあわせてお聞

支援などにより、地方公共団体を支援していると
ころでございまして、今後とも、積極的に支援を

どは六十年というような話でありますけれども、
この耐用年数が一体どれぐらいなのかということ
と、やはりその維持費用に関してはどれぐらいか
かってくるのか。また、全般的な話にもなります

は、地方公共団体が策定をします地域防災計画に
位置づけられている緊急輸送道路、そして、今委
員が御指摘の避難路をまた想定しております。
このため、住民が避難するために必要な箇所に

きしたいと思います。
○前川政府参考人 三点御質問をいただきました

してまいりたいと考えております。
○西岡委員 ぜひ、よろしくお願いします。
今回の法改正で、新たに無利子貸付制度という
ものが創設されて、これは地方公共団体を通じて

組んでいくべき問題であると思いますが、その点
の国交省としての御見解をお聞かせいただければ
と思いま す。
○梶山副大臣 お答えいたします。

つきましては、占用の禁止または制限などの取り
組みが進むよう、関係者と連携してまいる所存で

ので、一つずつ御説明をさせていただきます。
まず、一点目の電線共同溝の耐用年数というこ
とでございますが、共同溝の箱自体は、コンクリ
ートでございますので、かなり耐用年数はあると

電線管理者に貸し付けるというような制度だと思
いますが、確かに、この制度では無電柱化の実施

術でありますとか専門知識を持った職員が不足し
ていると聞いております。

ございます。
また、御指摘の通学路につきましては、昨年四
月以降相次いで発生しました事故を受けまして、
学校、ＰＴＡ、警察、道路管理者等の関係者が緊

思っておりますが、その中に鋳鉄製の配管が入っ
たりしておりますので、そういった意味では、財

が早まるかもしれません。私もそう願いたいと思

が、今後重要になってくる社会資本のメンテナン
スにおける技術者や維持管理者の育成に関しても、

急合同点検を行いました。安全対策が必要な箇所
の整備は、予算を手当てして、進めているところ

務省の減価償却資産の耐用年数等に関する省令に

本法案によりまして、道路管理者が新たに占用
を禁止または制限する道路の対象といたしまして

でございます。
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しかないというような状況で、これは果たして大
丈夫だろうかというふうに思っております。

二・三億円なんですね。それほどの費用がかかる
のに、一体この三億円でどの程度できるのかなと
いうような疑問があります。また、単純に四十七
都道府県で割ってみますと、非常にわずかな額で

というのは約六・八億円かかっている。内訳とし
て、道路管理者が約四・五億円、電線管理者が約

っておりますが、平成二十五年度の電線敷設工事
資金貸付金として、三億円が計上されています。
しかしながら、電線共同溝の一キロ当たりの費用

いただきたいと思っております。
それと、例えば私の地元の四国を無電柱化する

○西岡委員 六千メーターということで、それで
大丈夫かというような思いはすごくありますが、
限られた予算の中で、国交省としても苦肉の策で
あるのかもしれませんので、前向きにぜひ進めて

て、予算が足りない場合には、必要な予算を確保
していくよう努めてまいりたいと考えております。

とによりまして、より一層の電線共同溝の整備に
つながっていくというふうに考えております。
なお、本制度の周知、さらなる活用によりまし

降の電力会社の状況を考えてみると、委員の御指
摘のようなことも生じてくると思いますので、こ

今、電力会社の業況についてお話がありました
けれども、これまでは、そういったことも含めて、
認識を共有しながら、設置するかしないかという
ことを決めてきたわけですけれども、原発事故以

十ブロックに分けまして、各地方で無電柱化協議
会を設置してございます。

はどういう体制を構築して取り組んでいくのかと
いうことをお尋ねしたいと思います。
○梶山副大臣 委員御指摘のように、今、全国を

ませんが、防災上の安全を確保できるという目標
とか最終形というものがちょっと見えづらいとこ
ろもありますので、今回の取り組みについて大臣
から、どこまでいけば安全だというふうに言い切

れらにつきましては、これからまた少しこちらで
考えさせていただきたいと思っております。
○西岡委員 確かに、非常に難しい問題でありま
すので、ぜひよろしくお願いいたします。

これだけの営利企業が入っていると、その時点
で、各社の業績のよしあしだとか、そういったも
のが影響して、なかなかコンセンサスを得づらい
んじゃなかろうかというふうに思っております。

れるのか、必ずしも言い切れるものではないと思
いますけれども、そういった決意をお教えいただ

場合には、四国地区無電柱化協議会においてどこ
をやるかというのは決定されるわけでありますが、
メンバーとしては、四国地方整備局や四国総合通
信局、四国経済産業局、そして、警察と四国四県

いただいております。
この三億円によりましてどのぐらい整備が進む
かということでございますが、電線管理者の負担
に対しまして国と地方があわせ貸しをするといっ

しかも、電力会社、四国電力は愛媛県に伊方原発
を持っておりますけれども、この伊方原発が長期

ければと思います。よろしくお願いします。
○太田国務大臣 どこまでかというよりも、防災
上重要な道路について無電柱化を図るということ
だと思います。

予算も含めて、国交省として、この制度の創設
でどれぐらい効果が期待できるのかをお聞かせい
ただければと思います。
○前川政府参考人 お答え申し上げます。

たようなこととか、費用のうちの二分の一をめど
に無利子貸し付けを行うとか、そうしたことを前

間停止をしておって、今、火力発電に頼っている
状況で、燃料費の高騰で業績が大幅に悪化してい
るというようなことで、ことしの七月から料金を
値上げするというような話なんです。

これには、実は沖縄なんかは、台風によって一
気になぎ倒されてというところもあります。津波

無電柱化については、国交省として、ここまで
すれば安全だよというような、安全宣言じゃあり

提として計算いたしますと、この三億円によりま
して、電線共同溝六千メーターの整備の促進が図
られるというふうに考えております。
もちろん、電線共同溝の整備に当たっては、地

そういった中にあって、電力会社のこういった
経営状況の中、果たして十分な役割を果たせるの

によってというようなことも今回ございます。ま

に加えて、四国電力やＮＴＴ西日本など営利企業
が八社ほど入っているんですね。

方公共団体に対しまして、社会資本整備総合交付
金等で御支援をしておりますので、こういった交

かというふうに思っておりますし、国交省として

委員御指摘のとおり、二十五年度予算におきま
しては、無利子貸付額として三億円を計上させて

付金とあわせてこの無利子貸付制度を活用するこ
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た、液状化という現象が起きたがゆえに、電柱が
本当に倒れてくるというようなところもあります。
しかし、先ほど大畠先生の質問の中にもありま
したが、道路というものは一カ所やられると全部
の長さがやられるということですから、こういう
ことがないようにということで、遮断されるとい
うその区間だけでなくて、どういうふうに、ここ
が倒されたらだめなんだということの重要性、防
災上の重要な道路ということで私たちは考えて、
東京の中では、二十三区では四一％できている。
ところが、全国では一割。しかし、それは地域に
よって、みんな東京のようにというのはまた違い
ますから、とにかく防災上重要な道路を優先する
という角度で進めていきたいというふうに思って
いるところです。
○西岡委員 ぜひ、防災上重要な道路を優先的に
やっていただいて、しっかりとした国民の安全を
守る施策に取り組んでいただきたいと思います。
これで私の質問を終わらせていただきます。あ
りがとうございました。
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