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平成２８年度

宮城県自動車交通公害対策推進協議会

日 時：平成２９年３月２３日(木曜日)

午前１０時から午前１１時

場 所：宮城県行政庁舎１１階 第二会議室
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１．開 会

○司会 皆様，おはようございます。本日は，お忙しい中，お集まりいただきまして誠にありがと

うございます。

時間までございますが，皆様お揃いでございますので，只今から，平成２８年度宮城県自動車

交通公害対策推進協議会を開会いたします。

それでは，開会に当たりまして，本協議会の副会長であります，宮城県環境生活部長佐野好昭

からご挨拶申し上げます。

２．挨 拶

○副会長（佐野環境生活部長） 皆さん，おはようございます。宮城県環境生活部長の佐野でござ

います。本日，若生副知事が不在のため，代わりまして挨拶をさせていただきます。

本日は，年度末のたいへんご多用のところ平成２８年度宮城県自動車交通公害対策推進協議会

にご出席をいただきありがとうございます。

また，本県の環境行政の推進につきましては，日頃からご協力いただいておりますことに対し

まして，この場をお借りして重ねて感謝を申し上げます。

さて，我が国は社会経済の発展を経て，自動車の利用が急速に進展し，その利便性により自動

車は現在の社会に不可欠なものとなっております。その一方で，自動車からの排気ガスによる大

気汚染，交通騒音による生活妨害などの自動車交通公害が発生し，社会問題化いたしました。

県では，これらの問題を解決するため，本協議会を組織し，平成１０年３月に「宮城県自動車

交通公害防止計画」を策定いたしまして，関係機関の皆様と共に，対策に取り組んでまいりまし

た。

その後，平成１９年３月に環境目標として新たに自動車からの二酸化炭素排出量削減を追加し

た「宮城県自動車交通環境負荷低減計画」を策定し，これまでの自動車交通公害対策に加えて，

地球温暖化対策も含め，全般的な自動車による環境負荷の低減に取り組んでまいったところでご

ざいます。

本計画は，東日本大震災及び震災後の復旧・復興事業により，自動車交通を巡る状況が大きく

変化したことを踏まえ，昨年度に開催いたしました協議会において，現時点での見直しと平成３

２年度までの計画延長を決定いたしました。
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過日開催させていただきました幹事会では，計画期間中の自動車交通や大気環境の評価，各施

策の進捗状況を整理し，見直しをしました計画改訂版（案）についてご審議いただいたところで

ございます。本日は，各幹事から頂戴いたしましたご意見を踏まえて修正した改訂版（案）につ

いてご出席の皆様にご審議いただきたいと考えておりますので，よろしくお願い申し上げます。

３．議 題

○司会 それでは，議事に移ります前に，本日の配付資料を確認させていただきます。本日お手元

に配布しております資料は，会議次第，裏面に出席者名簿がございます。座席表に続きまして，

資料１，Ａ３版の資料２，冊子が少し厚くなっております資料３，資料４，資料５，最後に要綱

となっております参考資料，合計６種類となっております。

不足の資料などございますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは，議事に入らせていただきたいと存じます。宮城県自動車交通公害対策推進協議会

設置要綱第５条の規定により，座長は会長が務めることとなっておりますが，本日は不在のた

め，第４条第４項の規定により，副会長が職務を代理し，座長を務めることとなります。

よろしくお願いいたします。

○議長（佐野環境生活部長） それでは，それでは議事に入らせていただきます。次第に沿いまし

て，本日の議題（１）宮城県自動車交通環境負荷低減計画改訂版（案）について，事務局から説

明をお願いします。

議題（１）宮城県自動車交通環境負荷低減計画改訂版（案）について

○事務局（金野環境対策課長）環境対策課長をしております金野と申します，よろしくお願いいた

します。着座にて説明させていただきます。

はい，まず始めに，「宮城県自動車交通環境負荷低減計画」改訂版（案）につきまして，お手

元のＡ４版の資料の１と，それからＡ３版の資料の２を使いましてご説明をさせていただきます。

まず，Ａ３版の資料２をご覧ください。改訂版（案）の構成につきましてご説明をいたします。

第１章は，基本的事項として，計画の目的や位置づけについて記載をしております。第２章は，

現在の自動車交通と環境の状況について取りまとめております。第３章は，計画の目指す計画の

将来像と，その実現状況を示すための環境目標について，それから第４章は重点施策について，

第５章は各施策手法を体系化しまして整理をしております。第６章は各主体の役割分担について，
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最後に第７章は計画の推進体制と進行管理，以上のような構成となっております。

次に，Ａ４版の資料１の方をご覧ください。１の計画見直しの背景でございますが，本計画は，

自動車交通による公害問題の解決及び二酸化炭素排出による地球温暖化の防止を目的に，平成１

９年３月に本計画を策定いたしまして，「自動車に過度に依存しない地域社会」「道路沿線の大

気汚染，騒音が改善された地域社会」「環境に配慮した生活，事業活動が普及した地域社会」，

この３つの将来像を目指し，各種施策を推進してまいりました。

当初の計画期間は１０年間でございましたが，現在，東日本大震災からの復旧・復興の最中で

あり，自動車交通を巡る状況も大きく変化したことを踏まえまして，現計画を宮城県震災復興計

画の終期である平成３２年まで延長することといたしまして，今回，現計画の点検・評価を実施

し，見直しをいたしました。

２の計画及び見直しの経過でございますが，平成１９年３月に本計画を策定いたしまして，震

災後に一度中間見直しを実施してございます。昨年度の協議会において計画の延長をご了解いた

だきまして，その後，幹事会の場において，計画改訂版の（素案）及び（案）について，それぞ

れご意見を頂戴し，修正をしてまいりました。

併せまして，本年２月には（案）に対する県民の意見募集手続きをいたましたところ，特にご

意見はございませんでした。

次に，３の新たな計画期間でございますが，今回５年間延長いたしますことから，平成１８年

度から平成３２年度までの１５年間となります。

続きまして，４の計画見直しの基本的考えとポイントについてでございます。

１つめといたしましては，現計画の基本的内容は維持しつつ，本県における自動車交通と環境

の状況を最新データに基づき評価し，計画に反映してございます。

２つめといたしましては，この自動車交通と環境の現状を踏まえまして，環境目標及び間接目

標の見直しを行ってございます。具体には，裏面の２ページでございますが，環境目標は，これ

までの二酸化窒素，浮遊粒子状物質，自動車交通騒音の目標値につきましては，引き続き維持す

ることといたしまして，新たに，近年問題となっている微小粒子状物質（ＰＭ２．５）を，「沿

道において環境基準を超えないこと。」として追加してございます。

さらに，二酸化炭素排出量についてでございますが，こちらにつきましては，基準年度である

平成１７年度排出量からの削減目標を計画延長に合わせまして，１５％以上に変更してございま

す。なお，二酸化炭素の目標につきましては，国際的な排出量削減目標の動向，そして国の方針
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等を踏まえまして，計画期間に囚われず必要に応じて見直ししてまいりたいと考えております。

次に，間接目標でございますが，自動車からの窒素酸化物排出量の削減目標につきましては，

本県の大気環境の現況調査と将来予測を踏まえまして，新たに目標設定したいと考えております。

環境マネジメントシステム導入事業者数の数値目標につきましては，これまでに一定程度の成

果がございましたこともあり，今後は，特段の数値目標は置かずに，引き続き導入を図ってまい

りたいと考えております。

３つめといたしましては，施策体系に基づく各種施策について更新を行ってございます。

４つめといたしましては，宮城県環境基本計画等の，関連する計画との整合性をとってござい

ます。

以上，概要について，資料の１と資料の２を使いましてご説明をいたしました。皆様のお手元

に配布しております資料の３が，最終的な計画改訂版（案）の全文となってございます。

引き続きまして，先日開催いたしました幹事会後に，計画改訂版（案）に対して頂戴いたしま

したご意見とそれに対する対応についてご説明させていただきたいと思います。

資料の方は，資料の４とそれから資料の３，この２つを使いましてご説明の方をさせていただ

きたいと思います。

まず，資料の４，一点目でございます。東北運輸局さんの方からいただいたご意見でございま

す。資料３の本文の方が３１ページになります。

第５章基本的施策の体系的展開 １自動車単体対策 （１）自動車構造改善対策 イ【現状と課

題】こちらの下の方の丸です。自動車の騒音に関する規制というものがございます。ここの部分

の一番後ろから３つ目の段落になるのですが，「装置型式指定規則，道路運送車両の保安基準の

細目を定める告示等」に修正させていただいております。それから，その下の行になるのですが，

「普通自動車，小型自動車，及び軽自動車に対し，新たな技術的要件」という表現に修正をさせ

ていただいております。

次が，二点目といたしまして，３７ページの方になります。第５章基本的施策の体系的展開

３発生交通量低減対策 （２）人流合理化対策 ロ【主要な対策】，この中の黒い四角の２つ目に

なります，公共交通機関の維持支援というところでございますが，ここのところの３行目に，

「地域公共交通活性化及び再生に関する法律に基づく地域公共交通網形成計画及び地域公共交通

再編実施計画の策定等に要する経費を支援し，地域公共交通ネットワーク形成に向けた計画策定
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の後押しを行います。」という文言を追加させていただいております。

それから，後ほど出てまいりますけれども，同じ３７ページの４の交通流対策 （１）道路網

整備対策 イ【現状と課題】ここの中ごろに，県内の高速道路等については，「三陸縦貫自動車

道が南三陸ＩＣまで」という記述に修正をさせていただいております。

続きまして，県警察本部の交通規制課さんの方から頂戴した意見でございます。番号の２のと

ころに記載してございます。本文の方が３９ページになります。第５章４交通流対策 （２）交

通管理対策 イ【現状と課題】のところの黒い四角の，「交通流の分散・円滑化には交通管制シ

ステムや信号機の高度化が必要です」というところの説明文の最後の表現ですけれども，ここを，

「交通管制センターの機能高度化，信号の高度化，交通情報提供システムの整備充実が必要です」

という表現に修正をさせていただいております。

それから，二点目が同じ３９ページでございますが，そこの黒い四角，違法駐車対策の部分で

す。県では，仙台市内中心部の商業地域や官公庁の周辺で短時間の駐車需要に対応するため，と

いうふうなくだりがありますが，ここの部分に，資料４の下線が引いてあります「違法駐車によ

る交通渋滞がみられる交差点にテレビカメラを設置し，交通管制センターで監視するとともに」

というくだりがございましたが，ここの部分を削除させていただいております。

それから，同じページのロ【主要な対策】のところの黒い四角，交通管制システムの高度化の

次の「及び信号機の高度化」を追加させていただいております。

同じく，そこの説明文の一番後ろになりますけれども，「また，信号灯器のＬＥＤ化を推進し，

二酸化炭素排出量の削減を図っています。」という文言を追加させていただいております。

それからその次の黒い四角，効果的な交通規制の推進の後ろの部分ですが，「適正かつ合理的

な交通規制」というふうな表現に修正させていただいております。

それからその下，駐車対策という部分では，「駐車監視員の導入により違法駐車の取締りを強

化し」の前の部分に，「違法駐車抑止システムの活用及び」という表現が入っておりましたが，

ここの部分を削除させていただいております。

続きまして，裏面にまいりまして，環境生活部環境政策課からいただいたご意見でございます。

まず，３のご意見でございますが，これは本文資料３の５ページになります。第１章計画の基

本的事項 １計画改訂の背景の部分ですが，ここのところに，「平成１７年度の自動車交通公害

の状況は，国道４号等の幹線道路沿いでは，計画の目標を達成しておらず，一層の改善が必要と

なっています。・・・平成１８年度に計画を策定し，関係機関とともに取り組んでまいりまし
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た。」というような記載をしておりましたが，ここの部分について，現時点の計画の書きぶりと

してふさわしくないのではないかというご意見をいただきましたので，ここの計画改訂の部分に

つきまして，自動車交通環境負荷低減対策の経緯等を記載しておりますが，ご指摘も踏まえまし

て，内容を簡潔な記述に見直しさせていただいております。

続きまして，資料３の１９ページをご覧ください。（３）に自動車からの二酸化炭素排出量の

状況というところで，折れ線グラフが示されております。平成２０年度以降，折れ線グラフが右

肩上がりになっておりますので，そこの部分についての記載をプラスしております。平成２０年

度の約４，６１０千トンまで減少しておりましたが，その後増加に転じ，平成２５年度は約５，

１４０千トンとなっています。との記載に変更させていいただいております。

それから，資料の３の５９ページになります。資料編の６－１普及啓発【情報提供・環境教育

の推進】の中に，真ん中に実施主体として県がございます。そこの環境教育リーダー事業の中の

説明文ですが，「持続可能な社会の実現に向け」という表現に修正をさせていただいております。

それからその下，後ほど出てまいりますが仙台市さんからのご意見で，せんだい環境学習館

「たまきさんサロン」の方に修正させていただいております。

それから６０ページになりますが，資料編の６－１ 普及啓発【事業者の自主的取組の誘導】

のところに，従前は環境マネジメントシステムの普及促進の項目が入ってございましたが，根拠

となっている宮城県のグリーン行動促進計画，これが平成２７年度に終期を迎えたということか

ら，ここの項目を削除させていただいております。

続きまして，土木部の都市計画課さんの方からいただいたご意見でございます。資料３の２９

ページになります。第４章重点施策 ３仙台都市圏における総合的な施策の推進 ロ【現状と課題】

１番上の黒い四角になりますが，「パークアンドライド及びパークアンドバスライド」の記載の

中で，２行目にＪＲ仙石線多賀城駅がございますが，ここの括弧内を修正しまして，「休止中」

というふうに修正をさせていただいております。

それから，次の７の仙台河川国道事務所及び県土木部道路課さんからいただいたご意見につい

ては，先ほどご説明いたしましたとおり，３７ページに記載してあります，三陸縦貫自動車道登

米東和ＩＣの部分を，南三陸海岸ＩＣの方に修正をさせていただいております。

続きまして，仙台市市民局生活安全安心部自転車交通安全課さんの方から頂戴したご意見でご

ざいます。資料３の２３ページの方に，施策体系図がございまして，基本的自動車交通環境負荷

低減７対策という記載がございます。ここの中の上から４つめ，交通流対策の道路網整備対策に
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３つの施策が書いてございます。ここの３番目の施策の表記について「歩道・自転車走行空間の

整備促進」という表現に修正をさせていただいております。この内容につきましては，同じ４５

ページも同様の記載がありまして，そこも修正をしております。

次に，５１ページの方になります。資料編１ 重点施策 （３）仙台都市圏における総合的な施

策の推進，ということで小項目の交通容量の拡大がございます。ここの実施主体の一番下が仙台

市さんとなっておりますが，ここの中の表現で，後ろの方，「歩道や自転車走行空間の整備を促

進する」という表現に修正させていただいております。従前は自歩道（拡幅等）というような表

現であったものを，「歩道や自転車走行空間の整備」という表現に修正させていただいておりま

す。同様の修正を５８ページの方でも行っております。

それから，５７ページになりますけれども，資料編３－２ 発生交通量低減対策 【人流合理化

対策】ここ中の上になりますけれども，自転車の利用促進の中で，５７ページの上に説明書きが

ありますが，そこの最後の部分，「自転車の走行空間整備を進める」という表現に修正をさせて

いただいております。同様の修正を５３ページでも行っております。

それから，仙台市環境局環境部環境対策課さんの方からいただいたご意見です。ページが１５

ページの方になります。１５ページにグラフが２つ載っておりまして，図２－９－１，それから

図２－９－２，それぞれ二酸化窒素の仙台市内と仙台市外の経年変化を表しているグラフとなっ

ておりますが，ここのところに，「日平均値の９８％値」という説明を補足して追加しておりま

す。次のページに行きまして，図２－１０－１，図２－１０－２，ＳＰＭの濃度の経年変化のグ

ラフになっております。ここの部分につきましても※印「日平均値の２％除外値」という説明を

加えさせていただいております。

それから，１７ページの方にまいりまして，ハのベンゼンについてのグラフでございます。こ

このところに※印の注意書きを追加させていただいております。それからグラフデータにつきま

しても，再度確認をして修正をさせていただいております。

それから，５９ページの方にまいりまして，先ほどご説明いたしましたように，そこの仙台市

さん分の情報提供・環境教育の推進の中の文言を「たまきさんサロン」の方に修正をさせていた

だいております。

それから，４２ページ，そして６０ページに記載があるのですが，こちら第５章基本的施策の

体系的展開 ６普及啓発 （２）事業者の自主的取組の誘導 ロ【主要な対策】の部分ですが，こ

このところに，仙台市温暖化対策推進協議会の記載がございましたが，任意団体であるというこ

とから，記述の方を削除させていただいております。同じような内容が６０ページの方にもあり

ましたので，そちらの方も修正をさせていただいております。
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各幹事からのご意見による修正点につきましては，以上のとおりでございます。その他の軽微

な文言の修正やデータの更新等による修正も含めまして，新旧対照表のかたちで資料５の方に取

りまとめております。こちらの方は，時間の都合もあり省かせていただきますので，後ほどご確

認いただければと存じます。

長くなりましたが，議題（１）に関する説明は以上でございます。本案について，御審議のほ

ど，よろしくお願い申し上げます

○議長（佐野環境生活部長） 只今の説明につきまして，御質問や御意見等がございましたら，お

願いします。

○仙台市市民局（千葉生活安全安心部自転車交通安全課長） よろしいでしょうか。

○議長（佐野環境生活部長） はい，どうぞ。

○仙台市市民局（千葉生活安全安心部自転車交通安全課長） 今，ご説明いただいた中身ではない

のですけれども，資料３，こちらは最終的には改訂版として表に出るかたちになるかと思います

けれども，私どもの方のこの表紙のところでですね，画像の案ということでダテバイクのおそら

くここに絵が入ると思っておりますけれども，大変ありがたいとは思っておりますけれども，や

はりこのこちらの県の自動車交通の環境負荷の低減計画の表紙を飾るものとしてですね，自転車

の役割よりも，やはり次のページにございます知事の言葉にありますように，今，次世代自動車

の普及，昨日も知事が宮城野区の幸町の方で水素ステーションのお披露目をやっておりましたよ

うに，やはりそのようなかたちでですね，例えばハイブリッド車両とかの役割の方が大きく貢献

していると思いますので，できればダテバイクを応援している私どもは大変うれしいのですが，

逆にそれよりもそちらの絵のほうがふさわしいのではないかというご意見ということでよろしく

お願いしたいと思います。

○議長（佐野環境生活部長） はい，表紙の方のご提案でございます。

○事務局（金野環境対策課長） 実は，製本をして印刷をかけるのですが，その作業の方を同時に

進めておりまして，ここの表紙の写真の部分につきましては，このダテバイクさんの写真を利用

して作業の方を進めておりますことから，その修正は今からでは難しい状況になってございます。

申し訳ありませんが，この案の方で進めさせていただければというふうに思いますのでよろしく

お願いいたします。

○議長（佐野環境生活部長） せっかくの提案をいただいたところなのですが，印刷工程の関係と

いうことでございます。ダテバイクは，継続はされるわけでしょうか。
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○仙台市市民局（千葉生活安全安心部自転車交通安全課長） そうですね，ただ認知度が低いなど

課題等も新聞等々でいただいておりますので，それが県のエリアまで広がりますと，なお認知度

が低くなってしまうのでございますから，できればお願いしたいということであったのですけれ

ども。意見をありがとうございます。

○議長（佐野環境生活部長） はい，ありがとうございます。他にご意見，ご質問等ございました

らお願いいたします。

  よろしいでしょうか。

  それでは，本議題につきましては，事務局案のとおりでご了解ということでよろしいでしょう

か。

  はい，ありがとうございます。

  それでは，次に議題の（２）その他がありますけれども，事務局で用意している議題はありま

すか。

○事務局（阿部環境対策課大気環境班長） 事務局から一点ございます。本日，計画改訂版につい

てご了解いただいたところですので，今後，庁内で事務手続きを進めさせていただき，後日改め

て公文書で通知させていただきたいと思います。また，改訂版の冊子及びリーフレットの製作を

進めておりますので，そちらも出来次第送付させていただきますのでよろしくお願いいたします。

事務局からは以上でございます。

○議長（佐野環境生活部長） それでは，只今の説明，また，これまでの議題をとおしての御質問

や御意見等ありましたら，お願いをしたいと思います。

  よろしいでしょうか。

  それでは，本日の議事の一切を終了させていただきまして，事務局にお返しをします。議事進

行への御協力ありがとうございました。

○司会 以上をもちまして，平成２８年度宮城県自動車交通公害対策推進協議会を終了させていた

だきます。本日はありがとうございました。


