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宮城県自動車交通環境負荷低減計画 改訂版（案）

主な修正箇所

第１章 計画の基本的事項

頁 行 最終案（協議会提出版） 案（幹事会提出版） 備考

５ ４～５ …４５年後の平成７年には７，０００

万台に達するなど，       

大                

大       急速にモータリゼー

ションが拡大しました。

…平成２７年度末には８，０００万台

に達しており，本県においても，平成

２７年度末には１６８万台に達するな

どしており，モータリゼーションが拡

大し続けています。

記述の修

正

５ ６～７ この結果，自動車排出ガスによる大気

汚染や自動車交通騒音による生活妨害

等の公害問題をもたらし ました。

この結果，自動車排出ガスによる大気

汚染や自動車交通騒音による生活妨害

等の公害問題をもたらし ています。

修正

６ ９～10 そこで，県は平成８年５月に「宮城

県自動車交通公害対策推進協議会」を

設置し，この推進協議会における検討

を考慮して，自動車交通公害対策を総

合的かつ計画的に推進するため，平成

１０年３月に「宮城県自動車交通公害

防止計画」を策定し，さらに平成１９

年３月には，自動車交通公害対策に加

え地球温暖化対策も含む自動車交通に

係る環境負荷の低減を推進するため，

新たに「宮城県自動車交通環境負荷低

減計画」を策定して，関係機関の連携

協力のもと各種施策を総合的かつ体系

的に推進してきました。

そこで，県は，平成８年５月，「宮城

県自動車交通公害対策推進協議会」を

設置し，この推進協議会における検討

を考慮して，平成１０年３月に「宮城

県自動車交通公害防止計画」を策定し

て，関係機関の連携協力の下各種施策

を総合的かつ体系的に推進してきまし

た。

しかし，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。

また，地球温暖化対策の推進が国際的

な課題となっていますが，主要な温室

効果ガスである二酸化炭素の県内の排

出量は大幅に増加しており，その抑制

が緊急の課題となっています。

これらの課題に対し，県は，平成１８

年度に二酸化炭素を含む自動車交通に

係る環境負荷の低減を推進するため，

新たに「宮城県自動車交通環境負荷低

減計画」を策定し，関係機関と共に取

り組んで参りました。

記述の見

直し

資料５
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第２章 自動車交通と環境等の現状

頁 行 最終案（協議会提出版） 案 備考

８ 18 図２－２ 自動車保有台数の推移（宮

城県内）

図２－２ 自動車保有台数の推移（宮

城県内）

仙台市の

割合を入

れ積み上

げグラフ

とした

11 ４～６ …県内の幹線道路網を形成し，さら

に市町村道４６，６０７路線を含める

とこれらの総延長は平成２７年４月１

日現在 で２５，１３３．１ｋｍに及ん

でいます。

…県内の幹線道路網を形成し，さらに

市町村道４６，６０７路線を含めると

これらの総延長は          

    ２５，１３３．１ｋｍに及ん

でいます。

表２－１

（H26.4.1

現在）と異

なるため

補足的に

追加

15 11 図２－９－１ 自動車排出ガス測定局

におけるＮＯ２濃度（※）経年変化（仙

台市内）

（※）日平均値の年間 98％値

図２－９－１ 自動車排出ガス測定

局におけるＮＯ２濃度   経年変化

（仙台市内）

            

グラフの

修正及び

注釈の追

加

15 13 図２－９－２ 自動車排出ガス測定局

におけるＮＯ２濃度（※）経年変化（仙

台市外）

（※）日平均値の年間 98％値

図２－９－２ 自動車排出ガス測定

局におけるＮＯ２濃度   経年変化

（仙台市外）

            

グラフの

修正及び

注釈の追

加

16 ６ 図２－１０－１ ＳＰＭ濃度 （※）

経年変化（仙台市内）

（※）日平均値の 2%除外値

図２－１０－１ ＳＰＭ濃度  経年

変化（仙台市内）

          

注釈の追

加

16 ７ 図２－１０－２ ＳＰＭ濃度 （※）

経年変化（仙台市外）

（※）日平均値の 2%除外値

図２－１０－２ ＳＰＭ濃度 （※）

経年変化（仙台市外）

（※）日平均値の 2%除外値

注釈の追

加

17 ６ 図２－１１ ベンゼン濃度（※）の経

年変化

（※）月 1 回毎測定結果の年平均値。

ただし，平成 25年度の長命局は 9月の

みで同年度の将監局では 10 月，1～3

月の計 4か月のみの結果

図２－１１ ベンゼン濃度  の経年

変化

                 

                 

                 

          

注釈の追

加

18 12 表２－４ 県内各市における環境基準

達成率が最も低い区間（平成２７年度）

表２－４ 県内各市における環境基準

達成率が最も低い区間（平成２７年度）

富谷市分

を削除

（H27年

度は町で

あったた

め）
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19 ２～５ 県内における自動車からの二酸化炭

素排出量は，平成１７年度の約５，４

５２千トンから，平成２０年度の約４，

６１０千トンまで減少していました

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。

また，平成１７年度と比較した平成２

５年度の排出量削減率は６．１％とな

っています（図２－１３）。

県内における自動車からの二酸化炭

素排出量は，平成１７年度に約５，４

５２千トンでしたが，平成２４年度に

は約５，０３２千トンと７．７％減少

しています。

経年変化

の状況及

び基準年

度からの

削減率に

ついて記

述を追加

19 ５ 図２－１３ 自動車からの二酸化炭素

排出量の経年変化

（H17～H25）

図２－１３ 自動車からの二酸化炭素

排出量の経年変化

（H17～H24）

H25年度

結果を追

加

第４章 重点施策

頁 行 最終案（協議会提出版） 案 備考

24 ７ 表４－１ 宮城県内の次世代自動車保

有台数の推移

図４－１ 宮城県内の次世代自動車保

有台数推移

p.10（図

2-4-3）が

同内容の

グラフで

あるた

め，本ペ

ージは表

内容とし

た。

24 26～28 …平成２８年３月に東北初となる水素

ステーションが仙台市内に開所したほ

か，平成２９年３月には仙台市内に本

格的な商用水素ステーションが開所し

ました。

…平成２８年３月に東北初となる水素

ステーションが仙台市内に開所したほ

か，現在は仙台市内に本格的な商用水

素ステーションの建設が進められてい

ます。

現在の状

況に合わ

せて更新

29 ５ ＪＲ仙石線多賀城駅（休止中） ＪＲ仙石線多賀城駅（北地区） 修正

29 23 ○交通管制システムの高度化及び信号

機の高度化

○交通管制システムの高度化     

    

修正

第５章 基本的施策の体系的展開

頁 行 最終案（協議会提出版） 案 備考

31 33～36 …道路運送車両の保安基準の 細目 を

定める告示等が改正され，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 に適合することが義務

…道路運送車両の保安基準の 細則 を

定める告示等が改正され，普通自動車，

小型自動車及び軽自動車に対し，新た

な 騒音要件 に適合することが義務付

修正
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付けられました。 けられました。

36 27 …今後とも自転車 走行空間 の整備を

進めるとともに，…

…今後とも自転車 歩行者道 の整備を

進めるとともに，…

修正

37 ９ 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

定の後押しを行います。

                

                 

                 

                 

                 

       

記述追加

37 30 …三陸縦貫自動車道が 南三陸海岸Ｉ

Ｃまで延伸し，…

…三陸縦貫自動車道が 登米東和ＩＣ

まで延伸し，…

H28年度

末に延伸

するため

39 ８～９ …交通情報提供システムの整備充実

が必要です。

…交通情報提供システムの整備充実

を図っています。

修正

34 38～39 県では，            

                

                

                

                

                

       …

県では，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，必要により音声等で駐車車両に

対し警告を行い，違法駐車の排除を行

う違法駐車抑止システムの活用を図っ

ています。また，…

削除

39 30～34 ■交通管制システムの高度化及び信号

機の高度化

「第１０次宮城県交通安全計画」に

基づき交通管制センターの機能を高度

化し，的確な信号制御や道路交通情報

提供システムの整備拡充を行い，交差

点での渋滞緩和や旅行時間の短縮など

による交通流の円滑化を図ります。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。

■交通管制システムの高度化     

    

「第１０次宮城県交通安全計画」に基

づき交通管制センターの機能を高度化

し，的確な信号制御や道路交通情報提

供システムの整備拡充を行い，交差点

での渋滞緩和や旅行時間の短縮などに

よる交通流の円滑化を図ります。  

                 

                 

記述の追

加

39 35～40 ■効果的な交通規制の推進

交通の安全と円滑な交通流を確保する

ため，適正 かつ合理的 な交通規制を推

進します。

■駐車対策

違法駐車抑止システムの活用及び駐車

監視員の導入により違法駐車の取締り

■効果的な交通規制の推進

交通の安全と円滑な交通流を確保する

ため，適正      な交通規制を推

進します。

■駐車対策

大              駐車

監視員の導入により違法駐車の取締り

修正
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を強化し，… を強化し，…

42 17 大                

                 

       

仙台市地球温暖化推進協議会の運営

を通して，事業所における環境行動の

推進を図ります。

削除

資料編 計画の基本的事項自動車交通環境負荷低減のための各対策事業

頁 項目 最終案（協議会提出版） 案 備考

49 次世代

自動車

の率先

導入

＞仙台

市

《市有車への       次世代自

動車率先導入》

・率先して市の所有する車両にハイブ

リッド自動車，天然ガス自動車等の次

世代自動車 を          

導入する。

《市有車への次世代自動車／次世代自

動車率先導入》

・率先して市の所有する車両にハイブ

リッド自動車，天然ガス自動車等 次

世代自動車 ／次世代自動車として

導入する。

修正

51 交通容

量の拡

大（既

存道路

の効率

的活用

＞仙台

市

…歩行者交通が多い道路に対して歩道

や自転車走行空間の 整備を促進する。

…歩行者交通が多い道路に対して自歩

道（拡幅等）   整備を促進する。

修正

53 ＴＤＭ

及びマ

ルチモ

ーダル

施策の

推進

＞仙台

市

《自転車 走行空間 の整備》

・みんなにやさしい自転車環境づくり

を進めることを目標とした「杜の都の

自転車プラン（仙台市自転車利用環境

総合計画）」を平成 25年 7月に策定。

プランに基づき，         

大  自転車の走行空間整備を進め

る。

《自転車 歩行者道等 の整備》

・みんなにやさしい自転車環境づくり

を進めることを目標とした「杜の都の

自転車プラン（仙台市自転車利用環境

総合計画）」を平成 25年 7月に策定。

プランに基づき，自転車歩行者道等を

含めた自転車の走行空間整備を進め

る。

修正

57 自転車

の利用

促進

＞仙台

市

…プランに基づき，        

  自転車の走行空間整備を進め

る。

…プランに基づき，自転車歩行者道等

を含めた自転車の走行空間整備を進め

る。

修正

58 歩道・

自転車

歩行者

道（走

行 空

…歩行者交通が多い道路に対して歩道

や自転車走行空間の 整備を促進する。

…歩行者交通が多い道路に対して自歩

道（拡幅等）   整備を促進する。

修正
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間）の

整備＞

仙台市

59 環境教

育の推

進

＞県

持続可能な社会 の実現 に向け，環境保

全型のライフスタイルの定着を図る。

持続可能な社会    に向け，環境保

全型のライフスタイルの定着を図る。

修正

59 環境教

育の推

進

＞仙台

市

・「せんだい環境学習館「たまきさんサ

ロン」」の運営

・「環境交流サロン        

大  」の運営

修正

事業者

の自主

的取組

＞仙台

市

                 

   

                 

                 

                 

                 

                 

    

《仙台市地球温暖化対策推進協議会の

運営》

・仙台市地球温暖化対策推進計画に基

づき，市民，事業者及び行政等の協働

により協議会を設置し，仙台市域にお

ける総合的な地球温暖化対策の推進を

図ることにより，地球温暖化の防止に

寄与する。

削除

事業者

の自主

的取組

＞県

                 

  

                 

                 

                 

                 

《環境マネジメントシステムの普及促

進》

・ISO14001，みちのくＥＭＳ等の環境

マネジメントシステムの普及を促進す

る。（セミナーの開催及び登録事業者の

数値目標の管理は終了 H27までに）

削除
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