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平成２３年度宮城県自動車交通公害対策推進協議会 

 

会  議  録 

 

平成２４年１月２５日（水）午後２時から  

司会 

吉田副参事 

 本日はお忙しい中を御出席いただきまして，ありがとうございます。 

 ただ今から，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。 

 はじめに，開会にあたりまして本協議会の会長であります宮城県副知事 

若生正博から御挨拶を申し上げます。 

 

会長 

若生副知事 

 

本県の環境行政の推進につきましては，日ごろから御協力を賜り厚くお礼

申し上げます。 

 さて，本県では，平成１８年３月に策定した宮城県環境基本計画の重点プ

ログラムの１つである環境負荷の少ない交通の推進の実施計画として，平成

１９年３月に宮城県自動車交通環境負荷低減計画を策定し，本日御出席いた

だいております協議会の皆さまと連携し，自動車交通に伴う公害問題や地球

温暖化の防止に向けて，様々な施策や取組を実施してきているところです。 

現在の計画は，策定から５年を経過し，計画を取り巻く状況の変化を踏ま

えて見直すこととし，昨年度に各機関と調整して参りました。また，昨年の

３月１８日に本協議会を開催して御審議していただくこととしておりまし

た。 

しかし，３月１１日の東日本大震災の発生とその対応のため，本日まで開

催を延期しておりました。 

本日は，計画の改定案につきまして，御出席の皆さまから御意見を伺い，

現行の低減計画を改定し，引き続き協議会の皆さまと連携して，環境負荷の

少ない交通をさらに推進して参りたいと思いますので，よろしくお願い申し

上げます。 

 以上，簡単ではございますが，あいさつとさせていただきます。 

 

司会 

吉田副参事 

 それでは，議事に移る前に，本日の配付資料を確認させていただきます。 

お配りした資料は，次第，座席配置図，資料１－１宮城県自動車交通環境

負荷低減計画の施策体系でございます。次に資料１－２，当低減計画の進捗

状況の概要Ｈ１８からＨ２１年度でございます。次に資料１－３，当低減計

画に係る進捗状況平成２１年度実績でございます。次に資料２－１，低減計

画の中間見直しについてでございます。次に資料２－２，低減計画改定案で

ございます。最後に資料３の設置要綱でございます。資料については以上で

ございます。過不足はございませんでしょうか。それでは貴重な時間でござ
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いますので，早速議事に入りたいと思います。 

では，議事の進行につきましては，設置要綱第５条により，会長に努めさ

せていただきます。それでは，若生会長，よろしくお願いいたします。 

 

会長 

若生副知事 

はい。 

それでは，座長を務めさせていただきます。 

始めに議題の（１）でございますけれども，宮城県自動車交通環境負荷低

減計画の進ちょく状況につきまして事務局から説明願います。 

 

事務局 

安倍課長 

当県の環境対策課長 安倍でございます。 

座って説明させていただきます。 

議題の一つ目の宮城県自動車交通環境負荷低減計画の進ちょく状況につ

いて御報告させていただきます。資料の１－１を御覧いただきたいと思いま

す。これは，本計画の施策体系でございます。下の表になりますが，本計画

では基本的施策として，自動車単体対策から調査測定までの７つを大項目と

し，それぞれの大項目に中項目と具体的な事業を位置付けております。また，

上の表になりますが，低公害車の普及促進，エコドライブの普及促進及び仙

台都市圏における総合的な施策の推進，この３つを特に重点的に推進すべき

施策としております。 

 この計画の進捗状況につきましては，毎年度，関係機関より事業の実績を

御報告いただいて，施策の項目ごとに取りまとめているところですが，平成

２２年度実績につきましては，震災への対応などを考慮しまして，まだ各機

関に照会しておりませんので，資料，お配りしております資料１－３，その

他の資料でございますけれどもこちらは２３年度の実績でございます。 

 ２２年度実績につきましては，来年度におきまして本年度の実績と合わせ

て照会させていただくこととしますのでよろしくお願いします。 

 それでは，２１年度の計画の進捗状況の概要を説明させていただきます。

資料１－２を御覧いただきたく思います。まず，重点施策でございますけれ

ども，１の低公害車の普及促進でございます。低公害車とは，低公害車の率

先導入という表の下に※印で書いてございますけれども，電気自動車，天然

ガス自動車，メタノール自動車，ハイブリッド自動車及び低燃費かつ低排出

ガス認定車の５種類としております。 

 各機関におきましては，公用車の更新時に，原則として，低公害車に切り

替えることで進めていますが，平成２０年度末で県が保有車両の４７．７％，

仙台市が２４．８％となっております。仙台市では，ハイブリッド自動車や

低燃費かつ低排出ガス認定車への切替が難しいバスなどの車両を多く保有

しているために保有割合が低くなっておりますが，これらの車両について

は，アイドリングストップバス等の導入を進めているところであります。 
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 他の市町村でも徐々に低公害車への切り替えが進んでおります。 

 国の機関におきましては，東北経済産業局及び東北運輸局が１００％，仙

台河川国道事務所が７５％ということになっております。 

 次の低公害車の導入支援につきましては，東北経済局の欄でございますけ

ども，２１年度からエコカー補助金，エコカー減税，こういったものをやっ

ておりまして，２２年度９月まで延長して交付を実施しております。 

 運輸局におかれましては，宮城県内でタクシー・トラックの合わせて９５

台に，県では県民向けに６，３３９台，事業所用のトラックは３台，仙台市

ではトラック・バス併せて２５台に対して補助金を交付し，また，社団法人

宮城県トラック協会においても，会員に対し２２台の補助を行いました。 

 これらの支援等によりまして，ハイブリッド自動車や低燃費かつ低排出ガ

ス認定車の普及が進み，特殊自動車や軽自動車などを除いて県内の２１年度

末の保有率は運輸局の調べで４３．６％となっております。 

 ２番目のエコドライブの普及促進ですが，東北経済産業局では，エコドラ

イブインストラクターの養成など，地方自治体向けのエコドライブ推進の支

援を行い，東北運輸局ではエコドライブの講習会の開催，エコドライブ管理

システム普及の支援のほか手引き冊子の配布等を行っております。 

 県におきましては，クリネックススタジアムでのＣＭ放映，大型ビジョン

でのＣＭ放送のほか，エコドライブ宣言者６，７１３の県民・事業者に対し

ましてステッカー配布などを行っております。 

 仙台市におきましても，各種啓発資材を活用して，アイドリングストップ

の啓発運動等を推進しているところであります。 

 ２ページを御覧いただきたいと思います。 

 ３番の仙台都市圏における総合的な施策の推進でございますけども，仙台

市におきましてアクセス３０分構想を進めるため，公共交通機関の利用促進

に向けた交通公共機関による移動時間の短縮に資する施策を推進しており

ます。 

 また，県・仙台都市圏の関係市町でもパーク・アンド・ライドを促進する

ため，駅周辺での駐車場の確保などを進めているところでございます。 

 続きまして，基本の７施策でございます。 

 １の自動車単体対策でございますけども，東北運輸局と宮城県警察本部が

連携して，自動車の点検整備の励行の徹底を図るために，黒煙濃度チャート

を配布して点検の励行を指導をしたり，黒煙濃度及び燃料を重点とした街頭

検査のほか，不正改造車を排除する強化月間において指導・取締を実施して

おります。 

 そのほか，東北運輸局では，ディーゼルクリーンキャンペーン重点実施期

間における集中的な街頭検査を実施し，県警では，暴走族の取締りを通じた

不正改造車の取締りを強化しているところでございます。  
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 ２番目の道路構造対策でございますけども，路面改良対策としまして，表

のとおり，仙台河川国道事務所をはじめ，各道路管理者が低騒音舗装の敷設

の延長及び路面の平坦性の確保を計画的に進めているところでございます。 

 遮音施設等設置対策でございますけども，県と仙台市におきまして都市計

画道路における緑化の推進ということで進めているところでございます。 

 ３の発生交通量低減対策につきましては，東北運輸局及び東北経済産業局

におきまして，流通業務総合効率化事業における出前講座やグリーン物流パ

ートナーシップ推進事業の募集案内を行い，省エネ効果のある事業やモーダ

ルシフト等の普及型事業を支援しているところでございます。また，東北経

済産業局では，物流連携効率化推進事業に関する補助金の交付も行っており

ます。 

 県におきましては，地方卸売市場整備事業の中で，仙南３地方卸売市場の

統合に向けて協議会を設立して協議を開始しております。 

次の人流合理化対策としましては，東北運輸局において地域公共交通総合

連携計画策定支援などに対して補助金を交付しているほか，３ページになり

ますけれども，エコ通勤の推進を図るために，公共交通機関の利用促進協議

会の開催や優良事業所の認証制度による普及促進を図っているところでご

ざいます。 

 仙台河川国道事務所におきましては，交差点の拡幅による公共交通機関の

利用促進や交通結節点の拡幅のほか空港・港湾アクセス道路の整備を進めて

おります。 

 県では，阿武隈急行や地方生活バス路線に対する補助を，仙台市では，ゴ

ールデンウィークｅｃｏ切符，シャトルバスによる八木山地区などのゴール

デンウィークの渋滞対策，都心バス１００円均一運賃や駐輪場の整備を進め

ております。 

 ４番目の交通流対策でございますけども，仙台河川国道事務所をはじめと

した各道路管理者におきまして，自動車専用道路，一般道，都市計画道路の

整備を進めるほか，交差点の改良や歩道・自転車歩行者道の整備を進めてお

り，交通利用の分割化を進めているところでございます。 

 また，県におきましては，ＪＲ仙石線の多賀城地区の高架化を進めており

ます。 

 交通管理対策といたしましては，警察本部におきまして，交通管制システ

ムの管理エリアの拡大，信号機の高度化，交通情報提供エリアの拡大を図っ

ているほか，速度規制等の見直しや違法駐車の取締りを強化しているところ

でございます。 

 また，NEXCO東日本におかれましては，ＥＴＣの普及を進めており，東

北地方での利用率は２１年度末で８２．４％となっております。 

 ５番の沿道対策としては，県及び仙台市において環境影響評価法及び条例
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に基づく手続きにおける土地利用の適正化を図っているところでございま

す。 

 ６番の普及啓発につきましては，東北運輸局においてグリーン経営認証登

録事業者の拡大や省エネ法に基づく指導を行っており，４ページになります

けども，県及び仙台市によるエコドライブに関する情報提供や環境配慮行動

を促進するための事業を展開するところでございます。 

 最後の７番目になりますけども，調査測定につきましては，県，仙台市及

び石巻市で，一般環境大気測定局のほか，自動車排出ガス測定局 10局にお

いて二酸化窒素や浮遊粒子状物質を 1時間ごとに連続測定し，その結果につ

きましてはインターネット上においてリアルタイムに公表しているところ

でございます。 

 グラフを御覧いただきたいと思います。 

 自動車排出ガス測定局では，平成２２年度において，二酸化窒素は９０％，

浮遊粒子状物質は７７．８％の測定局で環境基準を達成し，順調に目標を達

成に向かっているところでございます。 

 なお，浮遊粒子状物質が平成２１年度に環境基準は全測定局で達成できま

せんでしたが，これは，黄砂の影響によるものでございます。後ほど，議題

の２つ目でこの結果の評価方法について提案させていただきたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

 左下のグラフでございますけれども，道路に面する地域の自動車交通騒音

の環境基準の達成率のグラフでございます。２１年度で９１．９％と，目標

をやや下回っておりますけれども順調に改善している状況にございます。 

 最後のグラフは，自動車からの二酸化炭素排出量でございますけれども，

１９年度以降，２７年度の目標を下回って推移している状況にございます。

グラフの上のところになりますけども，自動車からの窒素酸化物の排出量の

推計でございますけれども，これは県内の自動車の車種構成，走行距離，走

行速度等にそういったものを演算しまして推計しているものでございます

けれども，平成２０年度におきまして７，０９８ｔと１７年度に比べまして

７．５％削減されております。 

 以上が進捗状況でございます。 

 

会長 

若生副知事 

はい。 

ただいまの説明に対しまして，御質問，御意見がございましたら，お願い

いたします。 

なお，御質問，御意見ある方は，ちょうど前にマイクがございます。（事

務局に）このマイクを使っていただくんですか。（事務局「持ち回ります。」） 

マイクが回りますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 



－6－ 

 

一同 （質疑等なし） 

 

会長 

若生副知事 

特にはよろしいでしょうか。はい。それでは，また何かありましたら，最

後に御質問でも結構ですので議事を進めさせていただきます。 

次に，議題の２でございますけども宮城県自動車交通環境負荷低減計画の

改定版の案について，事務局に説明願いたいと思います。 

 

事務局 

安倍課長 

はい。 

それでは議題の２番目，審議事項であります宮城県自動車交通環境負荷低

減計画改定案について御説明申しあげます。 

 資料の２－１を御覧いただきたいと思います。ここは資料で説明させてい

ただきます。 

資料２－１の１番上の枠，宮城県自動車交通環境負荷低減計画とはという

ところですけども，この計画は自動車交通に伴う大気汚染などの環境負荷を

低減するために，平成１８年度から２７年度を計画期間といたしまして１９

年３月に策定したものでございます。 

 本計画は，宮城県環境基本計画の実施計画に位置づけられておりまして，

基本計画の重点プログラムの１つであります環境負荷の少ない交通の推進

の総合的かつ計画的な推進を担っておりまして，先ほど御説明申し上げたよ

うな様々な事業を関係機関が連携して展開しているところでございます。 

 次の中間見直しの目的でございますけども，本計画では，計画の点検評価

結果や計画を取り巻く様々な環境の変化などに応じまして，必要な見直しを

行うこととしております。 

 ３つ目の大きな枠内でございますけども，現計画の環境目標等について記

載しております。 

 本計画の環境目標といたしましては，二酸化窒素については自動車排出ガ

ス測定局において環境基準の下限値である０．０４ｐｐｍを，それから浮遊

粒子状物質及び交通騒音につきましては環境基準を達成するということと

いたしておりまして，また，地球温暖化の原因となっている二酸化炭素につ

いては平成１７年度を基準年として，目標年度に１０％削減するという目標

を設定してございます。 

 その下の間接目標として設定しているものでございますけども，定性的な

目標ではございますけども，１つ目にコンパクトで機能的なまちづくりに取

組む，少し飛びまして４つ目に低公害車の率先導入及びエコドライブを県内

全市町村で実施するように普及促進するとしております。 

 戻りますけども，２つ目の「・」のところでは，自動車から排出される窒

素酸化物の量を平成１７年度から５０％削減すると設定しておりまして，先

ほど調査測定のところで御説明申し上げましたように，毎年自動車の車種構
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成等によりまして推計値を出しているところでございます。 

 ３つ目の「・」の平成１３年度に策定されました国の低公害車開発普及ア

クションプランの低公害車普及目標を考慮して設定した普及目標を達成す

る。これは，具体的に国の目標が２０１０年までのできるだけ早い時期まで

にハイブリッド自動車等の実用段階の低公害車を１，０００万台普及すると

いうものでございますけども，毎年度，県内の車種別の普及状況を把握し進

行管理しているところでございます。 

 最後の環境マネジメントシステムの導入事業者数を８００事業所にする

につきましても，ＩＳＯ１４００１環境マネジメントシステム，それからエ

コアクション２１，国の制度でございますけども，みちくのＥＭＳ，県と仙

台市で支援してやっておりますけども，及びグリーン経営の認証を受けた事

業所数を毎年度把握しておりまして，昨年１２月末で４８０余りの事業者が

認証登録されているようでございます。 

 目標，仮設目標の下の枠の中の計画策定後の状況の変化でございます。１

番が低公害車の普及につきましては，平成２０年６月に政府が新たに低炭素

社会づくり行動計画を閣議決定しまして，この中で，次世代自動車の普及に

向けた施策を進めているところでございます。 

 この低炭素社会づくり行動計画におきましては，次世代自動車の導入につ

いて我が国の自動車産業の技術力・競争力の強化にもつなげつつ，排出量の

うち約２割を占める運輸部門からの二酸化炭素削減を行うため，現在，新車

販売のうち約５０台に１台の割合であるハイブリッド自動車等の次世代自

動車について，２０２０年までに新車販売のうち２台に１台の割合で導入す

るという野心的な目標の実現を目指すというふうにしてございます。 

 ２つ目が，先ほど進捗状況で御報告申し上げましたけれども，黄砂の影響

によって全県下で浮遊粒子状物質が急激に上昇することによって環境基準

が達成できない年度がございます。これは，自動車排出ガスの影響ではない

ことから，測定結果の評価におきまして何らかの工夫が必要になると考えが

えております。 

 ３つ目は，東日本大震災によりまして，被災地においては，がれき運搬車

両等が増加し，局所的に二酸化窒素等の大気汚染や自動車交通騒音の増大が

懸念されることでございます。 

 これらの状況の変化を受けまして，太い矢印の下の枠でございますけど

も，見直しの基本的方向性ということでございます。１つ目は，国が実施し

ている二酸化炭素削減対策に関する計画との整合性を図るとともに，状況の

変化に対応した必要な修正を行うこととすることです。 

 ２つ目は，それ以外につきましては，現行計画の目標及び施策体系を維持

しまして，引き続き自動車交通による環境負荷の低減をいっそう進めるとい

うことでございます。 



－8－ 

 

 一番下の枠にこれまでの見直しの手続きにつきまして記載してございま

す。まず，平成２２年１２月に本計画の中間見直しにつきまして関係機関に

照会しております。具体的には，本協議会の幹事あて見直しの方向性に関す

る意見聴取を行いましたが，皆様からは，二酸化炭素の削減計画などの関係

する各計画との整合を図る必要があるという御意見をいただきました。 

 これらの意見を踏まえまして計画の改定案を策定し，昨年２月に関係機関

に対して案に関する意見の照会を行い，出典やデータを最新のものとするな

どの御意見をいただいております。 

 また，改定案についてパブリックコメントも実施しておりまして，意見は

ございませんでした。※印にございますけども，昨年２月に策定しましたこ

の改定案の段階におきましては，２２年度中に策定予定でした二酸化炭素排

出量の目標を定めました県の新脱・二酸化炭素連邦みやぎ推進計画と本計画

の二酸化炭素排出量に係る環境目標を整合することとして皆様のところに

御照会申し上げたところでございます。 

 しかし，震災による原子力発電所の事故の影響で国のエネルギー基本計画

が見直されることとなり，県の新脱・二酸化炭素連邦みやぎ推進計画の策定

が現在延期されているところでございます。したがいましてこの本計画の二

酸化炭素に係る環境目標の見直しにつきましては，そちらの計画ができるま

で今回は見送ることといたしました。そちらの計画ができた段階で整合を図

るということにさせていただきたいと思います。 

 右側の枠でございますけども，本計画の中間見直しの内容でございます。 

 まず，低公害車の普及目標に係る間接目標の変更でございます。 

 これは先ほど御説明しました国の低公害車開発普及アクションプランと

ういうもので，設定しておりましたけどもこれを国が平成２０年７月に定め

た低炭素社会づくり行動計画に示している次世代自動車の導入目標を考慮

して設定した普及目標を達成すると改定するものです。 

 次に，浮遊粒子状物質に係る環境目標につきまして自動車交通に伴うもの

に限定するものでございます。具体的には，沿道において環境基準を超えな

いことという目標に括弧付きで但し書きを加えるということで，（ただし，

黄砂などの影響を受けた時間帯を除く。）というのを加えるものです。 

 今後，浮遊粒子状物質に係る目標の進行管理におきましては，気象台との

情報交換を密にいたしまして，黄砂などの影響を考慮して測定結果を評価す

るということで考えております。 

 ３つ目は，東日本大震災対策でございますけども，基本対策の７の調査測

定の主要な対策といたしまして被災地における測定体制の強化というもの

を追加いたしたいと思っております。 

 県では，平成２３年度，今年度におきましても，県内の津波被災地の沿道

など１０地点におきまして，移動測定車を持って行きまして，二酸化窒素や
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浮遊粒子状物質などの測定を季節ごと，年４回実施しているところでござい

ます。これまでのところ，通常の大気環境と変わらない測定結果となってお

りますけども，移動測定車によります測定は，来年度も継続することとして

おります。４つ目は，使用されている各種データを現況に合わせるものでご

ざいます。 

 以上が改定内容でございます。 

 なお，これらの改定内容を反映した計画の改定案を資料２－２として配布

させていただいておりますが，これにつきましては，今後，本日の審議結果

を反映いたしますとともに，一部最新データに更新されてないのもございま

すので，それらも更新しまして，見直し後の計画書を年度内に皆様のところ

にＣＤ－Ｒにデータとして送付させていただきたいと考えております。 

 よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 

 

会長 

若生副知事 

はい。 

ただいまの改定案につきましての説明があったわけでございますけども，

皆様，御意見，御質問ございましたらお願いいたします。 

 

一同 （質疑等なし） 

 

会長 

若生副知事 

よろしいでしょうか。 

 よろしいですか。 

それでは御意見無いようでございますので，この改定案につきましては，

了承ということでよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

それでは改定案を成案にさせていただきたいと思います。 

なお，一部年度末まで作業が残りますけれども，先ほど御説明がありまし

たようにできあがり次第，御送付させていただくということで御了解いただ

きたいと存じます。 

それでは，続きまして議題の３その他というところでございますが，事務

局で用意している議題，何かございますでしょうか。 

 

事務局 

安倍課長 

はい，１件ございます。 

 

会長 

若生副知事 

それでは，御説明願います。 

 

事務局 

安倍課長 

資料３を御覧いただきたいと思います。 

 本協議会設置要綱の改正案でございます。 

内容は組織変更に伴うものでございますけれども，宮城県では，東日本大
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震災からの復興を推進するため，昨年４月２２日に企画部を再編いたしまし

て，震災復興・企画部ということにいたしました。 

 そこで，本協議会の設置要綱につきまして，２枚目，１枚めくっていただ

きまして２枚目の別表でございますけども，別表１の協議会の構成員と別表

２の幹事の名簿につきまして，アンダーラインの部分，震災復興・企画部を

追加することといたしまして，本日から施行することといたしたいと考えて

ございす。施行につきましては，１枚目の裏面の方に附則ということで書い

てございます。この内容について御了承お願いしたいと考えてございます。 

 

会長 

若生副知事 

はい。 

組織変更に伴う改正でございますので，よろしいでしょうか。 

はい，よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

それでは，本日の議題，一切を終了いたしました。マイクを事務局の方に

にお返しをいたします。 

どうも御協力ありがとうございました。 

 

司会 

吉田副参事 

大変ありがとうございました。以上で本日の宮城県自動車交通公害対策推

進協議会を閉会いたします。皆様，大変ありがとうございました。 

 


