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                                             日 時：令和４年１月１７日（月） 
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○次第 

 

１ 開  会 

 

２ 報  告 

    第１９９回宮城県都市計画審議会議案の処理結果について 

 

３ 議案審議（１件） 

議案第２３８０号 石巻広域都市計画道路の変更について 

 

４ 閉  会 
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○出席委員 

 

阿留多伎 眞人  尚絅学院大学総合人間科学系教授 

伊 藤 惠 子  株式会社はなやか代表取締役 

佐 藤 美 砂  弁護士 

千 葉 琢 夫  宮城県住宅供給公社常務理事 

舟 引 敏 明  宮城大学事業構想学群教授 

山 田 理 恵  東北電子産業株式会社代表取締役社長 

吉 田   朗  東北芸術工科大学教授 

坂 本   修  農林水産省東北農政局長（代理） 

田 中 由 紀  国土交通省東北運輸局長（代理） 

稲 田 雅 裕  国土交通省東北地方整備局長 (代理) 

猪 原 誠 司  宮城県警察本部長（代理） 

伊 藤 康 志  宮城県市長会会長（大崎市長）（代理） 

櫻 井 公 一  宮城県町村会会長（松島町長） 

横 山 隆 光  宮城県議会議員 

赤 間 次 彦  宮城県市議会議長会会長（仙台市議会議長） 

菊 池 修 一  宮城県町村議会議長会会長（丸森町議会議長） 

（以上１６名，敬称略） 

 



2 

 

○審議結果 

 

・議案第２３８０号 石巻広域都市計画道路の変更について 

 

                            【議決】原案を承認する。 
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                                       令和４年１月１７日（月）午後２時 開会 

 

１ 開 会 

○事務局（星都市計画課総括課長補佐） ただいまから第２００回宮城県都市計画審議会を開催

いたします。 

 

（１）会議の成立 

○事務局（星都市計画課総括課長補佐） 議事に入ります前に，委員の改選がございましたので，

御紹介いたします。お手元の委員名簿を御覧ください。表の一番右の備考欄に，新任と記載さ

れている方を御紹介いたします。農林水産省東北農政局長の坂本修委員，国土交通省東北運輸

局長の田中由紀委員，国土交通省東北地方整備局長の稲田雅裕委員，宮城県警察本部長の猪原

誠司委員，宮城県町村会会長の櫻井公一委員，宮城県議会議員の横山隆光委員，同じく宮城県

議会議員の佐々木功悦委員，宮城県市議会議長会会長の赤間次彦委員，宮城県町村議会議長会

会長の菊池修一委員。以上の９名の皆様です。よろしくお願いいたします。 

  次に，本日の会議の定足数についてでございますが，現時点で代理出席の方を含め，１５名

の委員の御出席をいただいております。定足数の１０名を超えておりますので，都市計画審議

会条例第５条第２項の規定により，会議が有効に成立していることを御報告申し上げます。な

お，横山委員におかれましては，御都合により，若干遅れる旨の御連絡をいただいております。 

  ここで傍聴される方々にお願いいたします。会議の傍聴に当たりましては，お手元に注意事

項をお配りしておりますので，遵守いただきますようお願い申し上げます。 

  次に，Ｗｅｂ会議システムで参加されている委員の皆様にお願いが３点ございます。まず１点目，

発言者の音声が聞き取りやすくなるよう，御発言以外の時は，常にマイクをミュートの状態に

してください。次に２点目，発言される際は，カメラに向かって挙手いただき，議長が指名す

るまで，挙手の状態でお待ちください。議長から指名を受けましたら，マイクのミュートを解

除し，お名前をおっしゃってから，御発言ください。最後に３点目，各議案の採決に入りまし

たら，事務局側で一時的に全委員のミュートを解除しますので，議長の採決の問いかけに対し，

御異議の有無について御発声ください。その後のミュート設定についても，事務局側で一斉に

行います。なお，もし事務局の画面が映らなくなった場合は，復旧までそのままでお待ちくだ

さい。 

 続きまして，本日の配付資料についてですが，委員の皆様には，事前に資料を送付させてい

ただいておりますので，そちらを御準備願います。資料は全部で７種類ございます。座席図，

委員名簿，議案書，参考資料，都市計画審議会条例，都市計画審議会議事運営規則，最後に，

第１９９回審議会議事録でございます。よろしいでしょうか。 

 それでは，審議をお願いしますが，会議の議長は，都市計画審議会条例第５条第１項の規定

により，会長が行うことになっておりますので，舟引会長，よろしくお願いいたします。 

 

（２）議事録署名人の指名 

○舟引議長 それでは本日もよろしくお願いします。始めに，本日の審議会の議事録署名人を指



4 

 

名させていただきます。佐藤美砂委員と山田理恵委員にお願いいたします。 

 

２ 報告（第１９９回宮城県都市計画審議会議案の処理結果について） 

○舟引議長 次に，第１９９回の審議会における議案の処理結果について，事務局から報告願い

ます。 

 

○事務局（中嶋都市計画課長） 第１９９回宮城県都市計画審議会の議案の処理結果について報告い

たします。第１９９回の審議会におきましては，議案第２３７８号「宮城県都市計画審議会議事運

営規則の一部改正について」，議案第２３７９号「仙塩広域都市計画区域区分の変更について」の

２件を御審議いただきました。議案第２３７８号については，令和３年４月２３日に審議会決定，

議案第２３７９号につきましては，令和３年６月１５日宮城県告示第５０１号の告示により，すべ

ての手続きを完了しております。前回議案の処理報告については，以上でございます。 

 

○舟引議長 以上の報告について，御質問等はございませんか。 

 

○猪原委員（代理） 報告内容ではなく，音声が聞き取りづらいので音声環境を改善していただけれ

ばと思います。 

 

○舟引議長 Ｗｅｂ参加の方の音声が聞き取りづらいようなので，もう一度お願いします。 

 

○事務局（中嶋都市計画課長） それでは，第１９９回宮城県都市計画審議会の議案の処理結果

について報告いたします。第１９９回の審議会におきましては，議案第２３７８号「宮城県都

市計画審議会議事運営規則の一部改正について」，議案第２３７９号「仙塩広域都市計画区域

区分の変更について」の２件を御審議いただきました。議案第２３７８号については，令和３

年４月２３日に審議会決定，議案第２３７９号につきましては，令和３年６月１５日宮城県告示第

５０１号の告示により，すべての手続きを完了しております。前回議案の処理報告については，以

上でございます。 

 

○舟引議長 それでは，他に御質問もないようですので，以上で第１９９回の審議会における議案の

処理結果についての報告を終わります。 

 

３ 議案審議 

○舟引議長 続いて，議案審議に入ります。本日，審議する議案は，議案第２３８０号の１件となっ

ております。円滑な議事運営に努めて参りますので，御協力をお願い申し上げます。 

  それでは，議案第２３８０号「石巻広域都市計画道路の変更について」を議題といたします。事

務局から議案の内容を説明願います。 

 

議案第２３８０号 石巻広域都市計画道路の変更について 
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○事務局（中嶋都市計画課長） それでは，議案第２３８０号「石巻広域都市計画道路の変更につい

て」を御説明いたします。お手元の議案書５ページをお開き願います。議案書５ページ及び６ペー

ジが，今回の変更の計画書です。議案書６ページに変更理由を記載しております。今回の変更は，

近年の頻発化，激甚化する自然災害などを踏まえ，災害に強い都市構造への転換を図るため，新た

に都市計画道路を追加するとともに，区域等を変更するものでございます。計画書の内容について

は，後ほど御説明いたします。 

議案書の７ページをお開きください。こちらは，今回変更する路線と変更箇所を示した総括図で

す。図面上が北，左が石巻市街地，右が女川市街地です。変更する路線の起点，終点までの位置，

路線名，延長，車線数，幅員，構造形式を明示しております。着色は，右側下段の凡例にあるとお

り，ピンクが既に決定している区域，赤が追加する区域，黄色が廃止する区域です。今回の変更は，

図面中央付近に示しているとおり，黄色の都市計画道路を赤のように内陸に移動し，新たに３・６・

４２号稲井浦宿線とし，石巻市街地と女川市街地を結ぶ広域的な道路ネットワークを構築するもの

です。また，これに合わせ，図面下段左側に記載している，３・３・３３号曽波神沢田線等につい

て，終点位置の変更や，名称の変更を行うものです。 

参考資料１ページをお開きください。まず始めに，今回変更する都市計画道路の上位計画におけ

る位置づけについて御説明いたします。左側のページを御覧ください。県が定める，「石巻広域都

市計画区域の整備，開発及び保全の方針」の抜粋です。ここでは，防災機能を有した道路整備や他

都市圏との人的，物的交流を活発化させる広域的な道路ネットワークの整備を都市づくりの方針と

しており，その中で，中段，右側に赤で旗揚げしている曽波神沢田線（国道３９８号石巻バイパス）

及び女川海岸線（国道３９８号女川バイパス）は，その下の凡例赤囲いのとおり，主要幹線道路と

して位置づけております。右側のページを御覧下さい。「石巻市都市計画マスタープラン」の抜粋

です。ここでは，市内地域間ネットワークの形成や，災害弱者にも配慮した避難体制の充実を将来

都市構造の方針としており，その中で，中段の図に赤で旗揚げしている先程の二路線は，その凡例

下の赤囲みのとおり，地域連携軸として位置づけております。右側のページ下段を御覧下さい。「女

川町総合計画」の抜粋です。ここでは，広域的な交通ネットワークの形成による，災害に強い道づ

くりや，女川町と石巻市を繋ぐアクセス道の整備について記載しております。以上から，曽波神沢

田線や，女川海岸線は，石巻広域都市計画区域内はもとより，他都市圏との広域的な交通軸を形成

する上で重要な路線であるとともに，災害時の避難や緊急輸送等においても大変重要な路線となっ

ております。 

参考資料２ページをお開きください。こちらは，石巻市街地及び女川市街地周辺の図面です。始

めに，当該地域の既存の道路や，既に都市計画決定している道路について御説明いたします。図面

上段，左側の青い線が三陸縦貫自動車道で，青囲みが石巻女川インターチェンジです。図面上段左

側から下段へ，石巻駅を経由し，そこから右へ向かい，万石浦沿岸から女川駅に至る，白黒の破線

が，ＪＲ石巻線です。図面中段，左から右へ緑の細い実線で示しているのが，国道３９８号です。

図面上段左側の，石巻女川インターチェンジと国道４５号とを結節する，黒で旗揚げした既決定の

都市計画道路，曽波神線は，平成２７年１０月に供用開始しております。その先右へ進み，図面中

央の石巻市，女川町境付近で，緑の細い実線の国道３９８号へ結節する緑色の破線が，国道３９８

号石巻バイパスで，図面下段左側に旗揚げしている既決定の都市計画道路，曽波神沢田線と重複し

ています。この曽波神沢田線は，石巻女川インターチェンジ付近の国道４５号交差点を起点とし，
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図面上から下へ黒で示した渡波稲井線とＴ字交差するまでの，灰色で示した約６．５ｋｍの区間が

４車線決定し，その内２車線で概成しております。その先図面右側の黄色で示した約４．３ｋｍの

区間が未整備となっております。この区間の現道は，紫色の細い実線で示している路線，一般県道

稲井沢田線で，万石浦付近で，緑色の細い実線の国道３９８号と結節しておりますが，急勾配でカ

ーブが連続する狭隘な道路となっております。曽波神沢田線は，交通量の増加への対応や，石巻市

と女川町との連携強化，三陸縦貫自動車道へのアクセス性の向上などのため，平成９年８月に都市

計画決定しております。渡波稲井線は，石巻市災害復興基本計画の，災害に強い道路交通ネットワ

ークの構築を図るため，平成２６年に都市計画決定し，令和３年３月に供用開始しております。次

に図面右側を御覧ください。女川市街地を右へ進み，女川港背後で緑の細い実線の国道３９８号へ

結節する緑色の破線が，国道３９８号女川バイパスで，図面下段右側に旗揚げしている既決定の都

市計画道路３・４・２０２号女川海岸線と重複しています。この女川海岸線は，緑色の細い実線の

国道３９８号と，図面右側上段に旗揚げしている既決定の都市計画道路３・５・２０３号浦宿女川

線との交差点を起点とし，市街化区域の端部を終点とする女川都市計画の骨格を形成する道路とし

て，平成２４年に都市計画決定しております。図面上段右側に旗揚げしている既決定の都市計画道

路，浦宿女川線は，女川海岸線と起点を同じくし，女川港背後を通過する，女川海岸線との交差点

を終点とする都市計画道路として，同じく平成２４年に都市計画決定しております。図面中段，右

側に旗揚げしている既決定の都市計画道路３・４・２０１号旭が丘万石浦線は，女川海岸線との交

差点を起点とし，女川町市街地と浦宿駅周辺地域とを結ぶ幹線街路として，平成１６年に都市計画

決定しております。 

続きまして女川町内の国道３９８号の整備状況について御説明いたします。図面中央部，石巻市，

女川町境付近に示している，緑の細い実線の国道３９８号を図面右側へ向かうと，国道３９８号浦

宿道路改良Ⅰ期と，同じくⅡ期の黒の旗揚げがあります。Ⅰ期の区間はＪＲ石巻線及び万石浦を橋

梁で横断し，国道３９８号女川バイパスに接続する事業で，今年度末の供用を目指しております。

これより図面右側のⅡ期の区間は，Ⅰ期の区間から，女川町の中心市街地へ向かう主流交通に対応

するため，交差点改良を実施し，令和３年１０月に完成しております。図面中段右側，女川町中心

市街地を抜けた先の黒で旗揚げした区間ですが，女川町と石巻市雄勝との結節機能の強化を図る崎

山道路改良工事が，令和３年１１月に完成しております。これら整備により，着実に，石巻女川イ

ンターチェンジ，女川町及び雄勝方面の地域間連携の強化が図られております。 

参考資料３ページをお開きください。こちらは今回の「石巻広域都市計画道路の変更の総括図」

に一部加筆したものです。オレンジ色の一点破線及び青の破線は，これから御説明する資料の範囲

を示しております。 

参考資料４ページをお開きください。こちらは参考資料３ページのオレンジ色の一点破線拡大図

①です。今回の変更について詳しく御説明いたします。始めに，石巻市分について御説明いたしま

す。上段既決定の図面を御覧ください。図面左側，上から右へ向かうピンクの線が，既決定の都市

計画道路曽波神沢田線です。図面左側で，曽波神沢田線にＴ字交差する渡波稲井線は，震災復興に

より計画された路線であり，曽波神沢田線の都市計画決定時にはなく，その時点における将来交通

量予測から，曽波神沢田線は４車線として都市計画決定しております。下段の，今回変更①を御覧

ください。その後渡波稲井線が整備されたことにより，新たな道路ネットワークが形成され，渡波

稲井線の交差点で，図面右方向への交通が下方向にも分散されることとなったことなどから，本交
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差点から右側の区間について，４車線から２車線に変更することとなったものです。 

続きまして，参考資料５ページをお開きください。上段の，今回変更②を御覧ください。これま

では石巻市街地から女川市街地までは既決定の都市計画道路曽波神沢田線と緑の細い実線で示し

ている国道３９８号バイパスを通行する計画となっておりました。中央上段，緑の旗揚げで示して

いる現道区間を御覧ください。現道区間には，黄色の塗りつぶした旗揚げにあるとおり，線形不良

や近年の大規模災害時に発生した浸水などによる通行止めのリスクがあり，また，ＪＲ石巻線跨道

橋の桁下の高さ制限を受け，大型車が通行出来ないなどのボトルネック箇所がございます。今回の

変更では，図面中央，赤い線で示すように，現道区間は災害に対し脆弱であるため，区域を内陸側

へ変更するとともに，ＪＲ石巻線跨道橋の交通のボトルネックに対して，ＪＲ浦宿駅南側の都市計

画道路に接続することにより，円滑で災害に強い道路ネットワークを構築いたします。下段の今回

変更③をご覧ください。今回の都市計画変更案です。右下の凡例のとおり，ピンク色は既決定の区

域，赤は追加する区域，黄色は廃止する区域を示しております。今回定める都市計画道路は，震災

復興の道路ネットワークや石巻都市計画と女川都市計画を繋ぐ，新たな機能を有する道路となるこ

とから，図中左側の渡波稲井線との交差点から図面右側の女川都市計画道路まで，上の旗揚げに示

すとおり，新たに稲井浦宿線として，石巻広域都市計画道路に追加いたします。既決定の曽波神沢

田線は，下段の黄色の旗揚げに示すとおり，終点位置及び延長を変更し，名称を曽波神稲井線に変

更いたします。 

次に女川町分について御説明します。参考資料６ページをお開きください。こちらは，参考資料

３ページのオレンジ色の一点破線の拡大図②です。ページ左側の既決定の図面を御覧ください。図

面左側の緑色の線で中段から右に進み，市街地で都市計画道路と重複するのが国道３９８号で，黒

丸で示した箇所が JR 石巻線跨道橋のボトルネック箇所です。黄色の着色で図面左から右に向かう

のが，旭が丘万石浦線です。この右側の青の着色が女川海岸線となります。この女川海岸線と接続

する茶色の着色が，浦宿女川線です。赤の破線が当時想定していた主流交通であり，国道３９８号

と，女川海岸線を通る流れとなっております。ページ右側の今回変更①の図面を御覧ください。石

巻市，女川町境より右側の，浦宿道路改良Ⅰ期，Ⅱ期工事に伴い，図面中段の赤の破線のとおり，

主流交通が旭が丘万石浦線を通過するよう，図面右側の大きい黒丸の交差点において，区域の変更

を行います。 

参考資料７ページをお開きください。ページ左側の今回変更②の図面を御覧ください。青で示し

た女川海岸線は，今回の主流交通の変更にあわせて，これまでその区域だった青の破線区間を廃止

し，図面左側の，赤で示した稲井浦宿線の終点へ起点位置を変更いたします。あわせて，これと重

複する旭が丘万石浦線を廃止いたします。茶色で示した浦宿女川線は，今回起点位置を変更する，

青で示した女川海岸線の交差点へ起点位置を変更します。ページ右側の今回変更③の図面を御覧下

さい。今回の都市計画変更案です。左上の凡例のとおり，ピンクは既決定の区域，赤は追加する区

域，黄色は廃止する区域を示しております。 

次に，議案書５ページをお開きください。議案書５ページ及び６ページが，これまで説明してま

いりました今回の変更内容についての計画書です。「１．」として，都市計画道路中３・３・３３

号曽波神沢田線を３・３・３３号曽波神稲井線に名称を改め，ほか２路線を次のように変更します。

下の表は左の列から道路の種別，名称，位置，区域，構造を示しており，ゴシック体太字で記載の

ある箇所が変更箇所となります。また，一番右側の列の備考欄には，今回の変更内容等を記載して
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おります。曽波神稲井線は，名称，終点位置，主な経過地，延長，平面交差箇所数を変更します。

その下，構造形式の内訳を御覧ください。地表式の延長について，終点側の区間を廃止するのに伴

い，備考欄に記載しております延長約８，３３０ｍから約５，３２０ｍに変更します。表の下から

２番目，女川海岸線は起点位置，延長，区域の一部を変更します。表の一番下，浦宿女川線は，起

点位置，延長を変更いたします。 

議案書６ページをお開きください。「２．」として，都市計画道路に３・６・４２号稲井浦宿線

を追加します。起点は位置を石巻市真野字東谷地，終点は女川町浦宿浜字浦宿，主な経過地は石巻

市沢田字折立山で，延長は約６，５３０ｍ，車線の数は２車線，幅員１０．５ｍです。なお，ここ

に記載する車線の数や幅員は，その路線の中で最も長い区間の車線の数や幅員を示すこととなって

おります。その下に，車線数の内訳と，構造形式の内訳を記載しております。資料下段，「３．」

として，３・４・２０１号旭が丘万石浦線を廃止します。なお，参考資料の一番うしろの２４ペー

ジに只今御説明いたしました路線の標準横断図を示しておりますので，後程，御確認頂ければと思

います。 

参考資料３ページをお開きください。図面中央付近，青色の破線で囲っている計画図（１）から

（６）までを順に御説明いたします。参考資料８ページをお開きください。参考資料３ページの計

画図（１）のアップの図面です。図面上が北で，着色は，左上の凡例のとおり，ピンク色が既決定

の区域，赤が追加する区域，黄色が廃止する区域です。図面左側中段から右方向へ進み，中央付近

で渡波稲井線とＴ字交差する路線が，図面下段左側に旗揚げしている曽波神稲井線です。図面下段

左側に，Ａ－Ａ断面の横断図を示しております。都市計画決定幅は２６ｍです。この曽波神稲井線

の終点から，図面右へ向かう路線が，図面上段右側に旗揚げしている稲井浦宿線で，今回新たに追

加するものです。上段にＢ－Ｂ断面の横断図２つを示しております。上の横断図は，今回の変更で

廃止する曽波神沢田線の横断図で，都市計画決定幅は２６ｍの４車線でした。下の横断図は，今回

新たに追加する稲井浦宿線の横断図で，都市計画決定幅は１５ｍの２車線で，両側に黄色で示す廃

止区域が生じます。緑の破線の丸で囲った交差点１の計画図を，参考資料９ページに示しておりま

す。図面上が北となり，図面中央付近で下から接続するのが渡波稲井線です。渡波稲井線との交差

点から左側の区域が曽波神稲井線，右側が今回新たに追加する稲井浦宿線の区域となります。図面

下段左側，Ａ－Ａ断面を御覧ください。都市計画決定幅は２６ｍです。図面上段右側Ｃ－Ｃ断面を

御覧ください。４車線から２車線へ幅員を減ずる区間の４車線部分となり，都市計画決定幅は２６

ｍです。その下のＤ－Ｄ断面を御覧ください。こちらは，４車線から２車線へ幅員を減ずる区間の

２車線部分となり，都市計画決定幅は１５ｍで，両側に黄色で示す廃止する区域が生じます。参考

資料１０ページをお開きください。参考資料３ページの計画図（２）のアップの図面です。図面左

側中段から右下へ向かう，紫色で示した路線が現道の一般県道稲井沢田線です。黄色の着色が廃止

する区域となります。図面左側中段から右にピンク色及び赤の着色で示しておりますのが，稲井浦

宿線の区域です。稲井浦宿線は，区域を内陸部へ変更するため，ここから図面右方向へ直進します。

図面上段の旗揚げの上から二段目をご覧ください。石巻市沢田字金山を起点として右側に地下式と

示しているのがトンネルの区間となります。図面下段左側がＢ－Ｂ断面の横断図で，都市計画決定

幅は１５ｍです。交差点３から右側は，山間地のトンネル区間へ向かう地表式の区間であり，歩行

者等の交通量が極めて少ない区間となるため，図面下段中央のＣ－Ｃ断面のとおり，片側歩道とし

ております。都市計画決定幅は１０．５ｍとなります。緑の破線の丸で囲った交差点２の計画図を
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参考資料１１ページに，交差点３の計画図を参考資料１２ページに示しております。   

参考資料１１ページを御覧ください。この交差点は，市道とのＴ字交差となります。図面下段左

側にＡ－Ａ断面の横断図を示しております。幅員３ｍの右折レーンを設け，都市計画決定幅は１８

ｍです。図面上段右側にＣ－Ｃ断面の横断図を示しております。都市計画決定幅は同じく１８ｍで

す。 

参考資料１２ページをお開きください。交差点３の図面です。この交差点は，一般県道稲井沢田

線との交差点です。黄色の着色で示している区域は，廃止する区域，赤で着色している区域が今回

追加する区域です。図面上段左側にＡ－Ａ断面の横断図を示しております。幅員３ｍの右折レーン

を設け，都市計画決定幅は１８ｍとなります。図面上段右側にＣ－Ｃ断面の横断図を示しておりま

す。北側に２．５ｍの歩道を設け，都市計画決定幅は１３．５ｍです。その右隣に，Ｄ－Ｄ断面の

横断図を示しております。片側歩道の区間で，都市計画決定幅は１０．５ｍです。 

参考資料１３ページをお開きください。参考資料３ページの計画図（３）のアップ図面です。図

面下段，緑色で示しているのが，国道３９８号で，図面下段左側から，斜め下へ向かい国道３９８

号へ接続する紫色の路線が，一般県道稲井沢田線です。黄色で示しているのが廃止する区域となり

ます。赤で着色している区域が今回追加する区域です。上段旗揚げの上から２段目をご覧ください。

図面左側から，緑色の破線丸で示している，交差点４の左の引出しの石巻市沢田字大蛇峯までの区

間が地下式の区間となり，一つ目のトンネル区間となります。交差点４を設ける区間は沢地形であ

るため，一旦地表に出て，右側の石巻市沢田字前山から二つ目のトンネルへ繋がります。図面中央

付近にＤ－Ｄ断面の横断図を示しております。トンネル区間となり，都市計画決定幅は，１０．５

ｍです。緑の破線の丸で囲った交差点４の計画図を，参考資料１４ページに示しております。この

交差点は，集落への接道との十字交差となります。図面下段左側にＡ－Ａ断面，上段右側にＣ－Ｃ

断面の横断図を示しております。幅員３ｍの右折レーンを設け，都市計画決定幅は１３．５ｍとな

ります。 

参考資料１５ページをご覧ください。参考資料３ページの計画図（４）のアップ図面です。図面

下段の海岸線付近を通っている緑色の路線が，国道３９８号です。図面中央，水色の着色で上から

下へ流れているのが，二級河川大沢川です。赤の区域が追加する区域で，図面下段中央付近で国道

３９８号と重複し，緑の破線の丸で囲った交差点７付近から，現道と離れ万石浦を橋梁で渡り，女

川海岸線に接続します。上段旗揚げの上から２段目をご覧ください。図面左側から一つ目の女川町

浦宿浜字篠浜山までが二つ目のトンネルの区間です。ここから図面右側に向って地表式の区間とな

り，二つ目の引き出しの同町浦宿浜字天王から三つ目の引出しの同地内の区間は，切土区間の掘割

式区間となります。さらに図面右側に向って，地表式の区間を経て，緑の破線の丸で囲った，交差

点７付近の女川町浦宿浜字三郎浜から女川町浦宿浜字浦宿までが，海上を渡る橋梁の嵩上式区間と

なり，市街地に入り，終点位置で女川海岸線に接続します。図面下段左側にＥ－Ｅ断面の横断図を

示しております。掘割式の区間の断面で，都市計画決定幅は１０．５ｍです。図面上段右側にＦ－

Ｆ断面の横断図を示しております。嵩上式の断面で，この区間では，歩行者などは，国道３９８号

の歩道を通行する計画としていることから，都市計画決定幅は７．５ｍです。続きまして，交差点

について御説明いたします。交差点５は，稲井浦宿線から石巻方向の国道３９８号への接続のため

設けるものとなります。交差点６は，大沢川周辺の集落へ接続するために設ける交差点となります。

交差点７は，稲井浦宿線から女川市街地方面の国道３９８号への接続のため設けるものとなります。
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交差点８は，稲井浦宿線の終点部となり，女川海岸線への接続点となります。緑の破線の丸で囲っ

た，交差点５から交差点７の計画図を，参考資料１６ページから１９ページに示しております。 

参考資料１７ページをお開きください。交差点５の計画図です。緑で着色した区域が国道３９８

号で，赤で着色した区域が追加する区域となります。図面中段左側にＡ－Ａ断面の横断図を示して

おります。３ｍの右折レーンを設け，都市計画決定幅は１３．５ｍです。図面上段右側にＣ－Ｃ断

面の横断図を示しております。Ａ－Ａ断面と同様，都市計画決定幅は１３．５ｍです。 

参考資料１８ページをお開きください。交差点６の計画図です。こちらは，集落への接道のため

設ける交差点です。図面上段右側にＣ－Ｃ断面の横断図を示しております。３ｍの右折レーンを設

け，都市計画決定幅は１３．５ｍです。 

参考資料１９ページをお開きください。交差点 7の計画図です。緑で着色した区域が国道３９８

号で，赤で着色した区域が追加する区域となります。図面下段左側にＡ－Ａ断面の横断図を示して

おります。都市計画決定幅は１０．５ｍです。図面下段右側にＢ－Ｂ断面の横断図を示しておりま

す。この交差点から図面右側は，ＪＲ石巻線や万石浦を渡る橋梁区間となり，都市計画決定幅は，

７．５ｍです。 

参考資料２０ページをお開きください。参考資料３ページの計画図（５）のアップ図面です。図

面中段左側から，緑色の着色で図面右側に向い，ＪＲ石巻線と交差した後，既決定の浦宿女川線と

重複するのが国道３９８号です。図面下段左側の赤の着色の区域が，図面上段左側に旗揚げしてい

るとおり，稲井浦宿線です。稲井浦宿線に接続し，図面右側へ向うのが女川海岸線です。図面中央

付近の緑の破線の丸で囲った交差点９で，この女川海岸線から分岐し，図面上へ向かい，さらに国

道３９８号と重複し右へ向うのが，浦宿女川線です。図面下段左側で，黄色の塗りつぶしで旗揚げ

している路線が，今回廃止する旭が丘万石浦線です。図面にＧ－Ｇ断面からＪ－Ｊ断面の横断図を

示しております。こちらの幅員は既決定から変更はありません。 

参考資料２１ページをご覧ください。交差点８の計画図です。赤の着色で示している，左下から

町道交差点までの区域が稲井浦宿線です。この交差点より図面右側の，ピンクで着色した区域が女

川海岸線です。図面下段左側にＡ－Ａ断面の横断図を示しております。交差点部において，３ｍの

右折レーンを設け，都市計画決定幅は１１ｍです。図面中段右側にＤ－Ｄ断面の横断図を示してお

ります。都市計画決定幅は１６ｍです。その左隣りにＣ－Ｃ断面の横断図を示しております。都市

計画決定幅は１９ｍとなります。 

参考資料２２ページをお開きください。交差点９の計画図です。図面左から右へ向かうのが「女

川海岸線」です。図面中央付近の交差点から上へ向かうのが，浦宿女川線です。交差点付近の黄色

の区域は，交差点形状の変更に伴い廃止するものです。図面下段左側にＡ－Ａ断面，図面上段右側

にＣ－Ｃ断面の横断図を示しております。都市計画決定幅はともに１８ｍです。 

参考資料２３ページをお開きください。参考資料３ページの計画図（６）のアップ図面です。図

面下段の旗揚げのとおり，図面左下から女川港沿岸部を右上に向う路線が，女川海岸線です。図面

上段左側の旗揚げのとおり，図面左側から右上に向い，女川海岸線との交差点を終点とする路線が

浦宿女川線です。以上で，議案２３８０号の説明を終わります。縦覧の結果，意見書の提出はござ

いませんでした。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

（議案説明の途中，横山委員が到着） 
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○舟引議長 ただいま，事務局から説明がありましたが，委員の皆様から御意見，御質問はございま

せんか。櫻井委員お願いします。 

 

〇櫻井委員 今回の計画については，女川原発の避難道路に関連した内容を含んでいるものなのでし

ょうか。 

 

〇舟引議長 事務局お願いします。 

 

○事務局（中嶋都市計画課長） 今回変更する都市計画道路につきましては，大規模災害に対しての

避難路としての位置づけも当然ございますし，石巻市，女川町の地域間の主要な幹線道路を結ぶと

いう意味合いもございます。 

 

〇櫻井委員 参考資料１６ページの，稲井浦宿線と国道３９８号が合流して交差点７までいくわけで

すが，そういったルートの車線幅等についても，現地との確認等はされているのでしょうか。 

 

〇舟引議長 事務局お願いします。 

 

〇事務局（中嶋都市計画課長） 参考資料１６ページの交差点７と緑の破線で囲まれた丸の右側の稲

井浦宿線につきましては，橋梁で万石浦を通過することとなっております。国道３９８号につきま

しては，図面で国道３９８号と書かれているところが現道と同じ車線でして，そこから交差点７で

稲井浦宿線に接続するという形になっております。 

 

〇舟引議長 櫻井委員いかがでしょうか。 

 

〇櫻井委員 分かりました。 

 

〇舟引議長 その他，いかがでしょうか。千葉委員お願いします。 

 

〇千葉委員 一点確認と一点質問がございます。今回変更の路線は，津波浸水区域にかかってはいな

いということでよろしいでしょうか。また，曽波神沢田線の，従来４車線で都市計画決定していた

区域について，渡波稲井線ができて交通量が分散するため，３９８号バイパスが２車線になるとい

うことですが，避難のときには交通渋滞が発生するということを聞くのですが，そういった混雑度

のようなものはどのように考慮しているのでしょうか。 

 

〇舟引議長 事務局お願いします。 

 

〇事務局（中嶋都市計画課長） まず一点目，ルートの決定に際しましては大規模災害等で浸水する

区域を避けることと，道路の高さを浸水深より上げることとしております。二点目につきましては，

最終的には避難計画等については女川町と調整しながら決定していくことになりますが，今回は令
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和１２年の将来交通量予測をもとに車線数を算出しております。 

 

〇舟引議長 千葉委員いかがでしょうか。 

 

〇千葉委員 分かりました。 

 

〇舟引議長 その他いかがでしょうか。阿留多伎委員お願いします。 

 

〇阿留多伎委員 都市計画決定の変更をしない場合の費用と，今回トンネルが発生しますけれども，

トンネルを作った場合の費用で，大体同じ位の費用でいけるのか，それともかなり費用が上がるの

かということと，何か特別な補助が出るのかということについて教えてください。 

 

〇舟引議長 事務局いかがでしょうか。 

 

〇事務局（中嶋都市計画課長） 今回変更する計画の事業費につきましては，概算事業費ではありま

すが，トンネル工事等が発生しても，４車線で整備する既存の都市計画決定の事業費より安価にな

るということでございます。 

 

〇舟引議長 よろしいでしょうか。 

 

〇阿留多伎委員 はい。 

 

〇舟引議長 その他いかがでしょうか。吉田委員お願いします。 

 

〇吉田委員 参考資料１５ページの交差点７と８の区間は橋梁ということで御説明いただきました

けれども，横断面を橋梁の前後で見ますと，女川側の２０ページのＧ－Ｇ断面を見ると自転車歩行

者道が両側３．５ｍの設定となっておりますが，これは自転車が橋を通る想定をされているという

ことでしょうか。歩行者は橋を渡らないという交通管理をされるということですので，自転車はど

のようになるのか教えてください。 

 

〇舟引議長 事務局お願いします。 

 

〇事務局（中嶋都市計画課長） 自転車につきましては，緑色で書いてあります国道３９８号を通る

計画としておりますが，橋梁区間でも，自転車は通行可能となります。 

〇舟引議長 吉田委員いかがでしょうか。 

 

〇吉田委員 分かりました。 

 

〇舟引議長 よろしいでしょうか。その他いかがでしょうか。山田委員お願いします。 



13 

 

 

〇山田委員 質問をさせていただければと思います。都市計画道路を作ることで経済の活性化ですと

か，人の交流ですとか上がっていくと思うのですが，その辺の効果はどのように見てらっしゃるか

意見を伺えればと思います。 

 

〇事務局（中嶋都市計画課長） 今回都市計画決定を行うことによって様々な効果が考えられると思

います。今の時点では定性的な効果の計測という形になってしまうんですけれども，例えば女川町

から石巻女川インターチェンジの物流時間の短縮によって，女川町から水揚げされる魚介類等の輸

送，水産業の振興に寄与するというところも定性的な考えの中では整理しているところです。 

 

〇舟引議長 よろしいでしょうか。 

 

〇山田委員 はい，分かりました。 

 

〇舟引議長 その他いかがでしょうか。では御質問がないようでしたらここでお諮りをいたします。

議案第２３８０号について原案のとおり承認することに御異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○舟引議長 御異議ないものと認め，本案については原案のとおり承認することに決定いたします。 

 

【議決】議案第２３８０号：原案のとおり承認する。（賛成１６名，反対０名） 

 

○舟引議長 以上で，本日予定していた審議案件はすべて終了いたしました。何か事務局からご

ざいますか。 

 

○事務局（伊藤都市計画課課長補佐） 次回の開催予定について御案内いたします。次回は令和４年

３月２２日（火）の開催を予定しております。詳細につきましては後日改めて連絡を申し上げます。 

 

○舟引議長 それでは，本日の会議はこれで終了させていただきます。御協力ありがとうございまし

た。 

 

○事務局（星都市計画課総括課長補佐） 以上をもちまして，第２００回宮城県都市計画審議会を終

了いたします。本日はありがとうございました。 

 

令和４年１月１７日（月）午後３時１１分 閉会 


