
ＮＴＴインフラネットより 

ＮＴＴ通信設備事故防止のための「近接施工協議の実施」、 

及び路上工事縮減対策のための「共同施工協議の実施」の依頼がありました。 

また、地中化（電線共同溝）に伴う既存ストック活用施策の紹介がありました。 

詳細については、ＮＴＴインフラネット(株)九州支店までお問い合わせ下さい。 

 

共同施工協議パンフレット P.1～P.2 

近接施工協議パンフレット P.3～P.5 

【参考資料】地中化既存ストック（九州） P.6~P.11 

【説明資料】地中化既存ストック（九州） P.12~P.18 
 
お問い合わせ 

ＮＴＴインフラネット㈱九州支店 http://www.nttinf.co.jp/profile/office.html 

tel： 092-432-3411 fax： 092-415-1924 

〒812-0007 福岡市博多区東比恵 2-3-7 NTT 比恵ビル(3 階) 



路上工事縮減対策の協議についてお願い

[共同施工協議]

路上工事縮減のため

調査及び概略＆詳細設計時には

「共同施工推進」に向け、協議をお願い致します。

連絡先 ＮＴＴインフラネット㈱ 九州支店

 

http://www.nttinf.co.jp/profile/office.html
tel： 092-432-3411 fax： 092-415-1924

〒812 0007 福岡市博多区東比恵2 3 7 NTT比恵ビル〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-3-7 NTT比恵ビル



『 共 同 施 工 協 議 の お 願 い 』 に つ い て

※道路管理者様が進める「道路の掘り返し防止対策の徹底について』による協議

共同施工方法等の相談

「調査、設計時」

共同施工のメリット

■社会への貢献

・掘り返し工事の防止により、沿道住民への迷惑度の

軽減

路上 事 縮減（ 事件数 減少 事期間 短縮）

NTTインフラネット㈱
道路工事計画主管課、
占用事業者、コンサル
会社等

・路上工事の縮減（工事件数の減少、工事期間の短縮）

・建設副産物の削減

共同施工形態（例）

「添架支持金物の共同施工」

■占用事業者等のコスト改善への寄与

・共同施工の割勘効果による建設コストの削減

（掘削土量、道路舗装本復旧面積、添架金物等）
共用支持金物

A社

お 願 い

共同施工は、工事コストの抑制のみならず、環境負

荷の低減をはじめとした社会貢献につながるものであ

B社
B社 C社A社

荷の低減をはじめとした社会貢献につながるものであ

り、積極的に取り組んでいきたいと考えます。

地下埋設事業者等で相互調整を致しますが、 NTT西 B社

C社A社

本復旧

B社A社

日本㈱工事については、NTTインフラネット㈱が窓口と

して対応致しますので、問合せ願います。
「舗装本復旧の共同施工」 「土工工程の共同施工」

A社 B社

仮復旧
B社A社



ＮＴＴ通信設備事故防止のためのお願い

NTT西日本 福岡支店

ＮＴＴ通信設備事故防止のためのお願い

[工事の立会及び問い合せ（道路掘削等工事）][工事の立会及び問い合せ（道路掘削等工事）]
☆道路等掘削工事の設計・施工前には、通信設備事故防止
のため「事前の連絡問い合わせ を必ずお願いしますのため「事前の連絡問い合わせ」を必ずお願いします。

連絡先 ㈱ＮＴＴフィールドテクノ 九州支店
フリ ダイヤル0120 393194

[近接施工協議（大規模工事）]

フリーダイヤル:0120-393194

[近接施工協議（大規模工事）]
☆大規模工事の設計・施工前には、通信設備事故防止のため

ず「近接施工協議の実施」を必ずお願いします。
注：①大規模工事とは、地下鉄工事、トンネル工事及び、立坑工事等で掘削位置が４ｍ以深のものをいう。

②補助工法（薬液注入工法、高圧噴射工法等）施工で、管路設備等への影響が予想される場合も施工

協議の実施をお願いします。
連絡先 ＮＴＴインフラネット㈱ 九州支店
http://www.nttinf.co.jp/profile/office.html
tel:092-432-3411  fax:092-415-1924



１．設備事故防止のための『近接施工協議のお願い』について

近接協議が必要なパターン 近接施工協議の相談

１．開削工事区間：掘削位置が４ｍ以深の場合

Ｌ=2Ｈtan(45°‐φ）+B

近接施工協議の相談

「調査、設計時」

Ｂ

Ｈ

影響範囲内

影響範囲外
道路工事計画主管課、

２．シールド工事区間：推進位置が４ｍ以深の場合

社外工事等

（ ° φ ）

Ｍａｘ：Ｈ NTTインフラネット㈱
道路工事計画主管課、
占用事業者、コンサル
会社等

【事故事例】NTTとう道側壁部の被災状況等
1+ｓｉｎ（45°‐φ/2）

Ｌ= 2Ｒ｛ }＋Ｈｔａｎ（４５°+φ/2）

影響範囲内

ｃｏｓ（45°‐φ/2）

【事故事例】NTTとう道側壁部の被災状況等

Ｈ

影響範囲外

Ｒ標準：Ｈ

社外工事等

３．薬液注入工事区間

（1）薬液影響範囲内 （2）薬液影響範囲外
薬液注入ロッド貫通場所（ロッド径５３㎜） 漏水量1～2㍑/min

下水シールドと連結管が接触

0.5m

0.5m ＮＴＴ管路

ＮＴＴ管路

接触

下水シールド

33ｍ

MH

薬液注入
範囲 薬液注入

範囲

影響範囲内
影響範囲外

※ 影響範囲の判断は地質等により異なるので協議による
シ － ル ド と う 道 内 部 の
薬液注入材料の飛散状況

下水シ ルド
Φ１０ｍ

○○とう道
Φ2.8ｍ



２．近接施工協議なしでの影響例及び事故事例

NTT設備の近傍で工事を計画及び実施される際、NTT設備へ影響を与えると思われる場合は、「建設工事公衆災害防止

対策要綱」に基づき起業者と埋設物の管理者間で、「施工協議」を行なうことと定められています。

また、具体的影響が懸念される場合は、起業者の工事計画の変更（回避・縮小）又は、NTT設備の移設、監視（計測）、

防護等が必要となります。

◆NTT設備への具体的な影響例

・管継手部のハズレ、緩みによる管内への土砂流入や管の屈曲、ケーブルの損傷、とう道への穿孔

管路 管 ど 損傷・管路、ヒューム管などの扁平や損傷

事前の近接施工協議なしでの影響及び事故事例等

1.警察・消防・病院等の緊急通信への影響

2.交通機関・管制等への影響

管路の損傷

3.会社・銀行ｵﾝﾗｲﾝ・専用回線等の通信への影響

4.復旧に多大な労力・時間・経費がかかる
ケ ブルの損傷

全ての社会的・経済的活動に大きな混乱を与えると共に

1.会社の信用・信頼の失墜・低下

ケーブルの損傷

設備事故を

起こした

会社に対して

2.行政処分（指名停止等）による
経営への打撃 ★近接施工協議の関連規定

《建設工事公衆災害防止対策要綱》会社に対して
3.復旧・補償等に伴う損害賠償金
の支出

《建設工事公衆災害防止対策要綱》

第33条 保安上の事前措置 第35条 保安上の措置

第36条 埋設物の確認 第39条 近接位置の掘削



既存ストックの有効活用（施策の拠り所） 参考資料

■「無電柱化に係るガイドライン」 平成2２年２月 道路局地方道・環境課 資料 抜粋

コスト縮減を図りつつ、地域の実情に応じた効率的な整備を推進することが必要であるため、

◆無電柱化の進め方について

１）効率的な無電柱化の推進

コスト縮減を図りつつ、地域の実情に応じた効率的な整備を推進することが必要であるため、

地域の実情に応じてコスト縮減が可能な以下の手法も活用しながら無電柱化を実施するものとする。
①同時施工

②地中化方式以外の手法の活用
③浅層埋設方式

④既存ストックの有効活用

既設の地中管路について、管路所有者と協議の上、可能であれば、電線共同溝等の一部として

活用するものとする活用するものとする。

■「無電柱化推進計画」に係る運用と解説 平成１６年８月 道路局地方道・環境課 資料 抜粋■「無電柱化推進計画」に係る運用と解説 平成１６年８月 道路局地方道・環境課 資料 抜粋

（参考事例）

◆既存ストックの有効活用

整備のポイント
・設備所有者と協議の上可能であれば、既設
マンホール等を電線共同溝等の一部として

縮

1

活用することによりコスト縮減



【参考】道路２００４年１２月（１／３） 参考資料

2



【参考】道路２００４年１２月（２／３） 参考資料

3



【参考】道路２００４年１２月（３／３） 参考資料
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【参考】道路２００８年３月（１／２） 参考資料
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【参考】道路２００８年３月（２／２） 参考資料
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地中化（電線共同溝）に伴う
既存ストック活用施策の紹介

本資料は地中化事業（電線共同溝）におけるコスト縮減、施工期間短縮、繰返し掘削防止等により
行政、電線管理者、地元住民にメリットとなる既存ストック活用施策の紹介です。

ＮＴＴインフラネット株式会社ＮＴＴインフラネット株式会社
九州支店 事業開発部
地中化デザイン担当

1

ＴＥＬ：092-432-3411
http://www.nttinf.co.jp/



地中化事業について（１／２）

電力高圧線電力高圧線
オレンジ：オレンジ： 電力系電力系
グレーグレー ：： 通信系通信系

電力低圧線電力低圧線
架空用クロージャー

グレグレ ：： 通信系通信系

通信線通信線

地中化地中化

共架柱共架柱
（電力と通信添架）（電力と通信添架）

トラフ（電力）トラフ（電力）

（電力と通信添架）（電力と通信添架）
ＮＴＴ単独柱ＮＴＴ単独柱
（（NTTNTTのみ添架）のみ添架）

管路部（ＮＴＴ）管路部（ＮＴＴ）

◆電柱◆電柱

・通信会社（・通信会社（NTTNTT）所有、電力会社所有）所有、電力会社所有

・共架柱（共有使用） 単独柱（所有者が単独で使用）・共架柱（共有使用） 単独柱（所有者が単独で使用）
特殊部（通信）特殊部（通信）

2

・共架柱（共有使用）、単独柱（所有者が単独で使用）・共架柱（共有使用）、単独柱（所有者が単独で使用）
地下用クロージャー



◇ 信系ケ ブ は

地中化事業について（２／２）

クロージャー

◇通信系ケーブルは

・光ファイバーケーブルとメタリックケーブルに大別され、幹線ケーブルと各家屋

へ供給する引込みケーブルがあります。

・幹線ケーブルの接続や引込みケーブルの分岐には、クロージャー等が必要です。

架空作業

幹線ケーブル（メタ
ル）

電柱

幹線ケーブル（光）

引込み
ケーブル

ＮＴＴ引上管

ＮＴＴ地下管
路地中化地中化

ＮＴＴマン
ホール

路地中化地中化

連系管路

引込み
ケーブル

お客様
引上管

地上作業

ＮＴＴマンホール

連系管路
（ＣＣＢＯＸ）

特殊部
（ＣＣＢＯＸ）

管路部／共用FA方式
（ＣＣＢＯＸ）

幹線ケーブル

3

光クロージャー
（NTT）

メタルクロージャー
（NTT）



既存ストックの有効活用の概要

事前調査段階 既存ストックの有効活用

電線共同溝を新設するために、

既設設備の支障移設が必要となる。

新設 電線共同溝（管路）

計画 電線共同溝

Ｗ

Ｇ

マンホール・管路
の利用（譲渡）

Ｎ既設マンホール・管路を有効活用

計画 電線共同溝

歩道

の利用（譲渡）

Ｇ ガス管
活用しない場合

Ｗ 水道管

移設

新設 電線共同溝（特殊部・管路）

車道

Ｎマンホール・管路

移設

Ｗ

Ｇ

4



既存ストックの有効活用（状況写真）

■ NＴＴから道路管理者へ設備譲渡

【マンホール内状況写真】

ＮＴＴ既設MHをＮＴＴ既設MHを

電線共同溝として活用

不足分の管路を新設

ＮＴＴ既設管路を

電線共同溝管路として活用

5

ＮＴＴ既設ケーブル 電線共同溝管路として活用



既存ストック有効活用による社会貢献

既存ストック活用施策は、地元住民、道路管理者（発注者）、
電線管理者のみんなにメリットのある社会貢献施策です電線管理者のみんなにメリットのある社会貢献施策です。

電線管理者道路管理者 ＜メリ ト＞社会貢献 電線管理者
（NＴＴ）

道路管理者
（発注者）

＜メリット＞

○ コスト削減

・維持管理費

固定資産税

＜メリット＞

○ コスト削減

○ 工期短縮

社会貢献

・固定資産税

・占用料
三方一両得

地元住民＜メリット＞ 元住民
○ 工期短縮

○ 繰返し工事

の削減

建設コンサルタント会社におかれましても、既存ストック施策の趣旨をご理解頂き、
是非とも設計業務への採用検討をお願い致します。

各 び

6

なお、既存ストックを伴う設計業務の際は、各道路管理者（発注者）およびＮＴＴ
インフラネット各県域支店とご相談の上、実施願います。



【参考】電線共同溝（通信放送系）のコンパクト化（管路部）

第三期電線共同溝

H7～H10

新電線共同溝

H11～H15

浅層埋設方式電線共同溝

（共用FA方式） H16～

470 230650

6
5
0

6
1
0 4
7
0

１管１条方式
ﾌﾘｰｱｸｾｽ(単管)方式の
開発及び方式の採用

共用ＦＡ方式の開発及び
方式の採用

掘削土量比=100% 95.8% (100%) 73.3% (76.5%)

7

工事費用比=100% 83.8% (100%) 64.5% (77.0%)
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