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第 73回 杜の都の環境をつくる審議会 議事録 

 

日  時：平成 28年 7月 27日（水）13時 00分～16時 00分 

会  場：市役所本庁舎 2階 第四委員会室 

出席委員：涌井会長、板橋委員、小貫委員、小嶌委員、近藤委員、 

塩谷委員、米倉委員（計 7名） 

欠席委員：内海委員、清和委員、瀬上委員、中静副会長、渡邉委員（計 5名） 

事 務 局：建設局長、次長、百年の杜推進部長、同参事兼百年の杜推進課長、 

百年の杜推進課企画調整係長、同緑化推進係長、同緑地保全係長、公園課長、公園課

主幹兼青葉山公園整備室長、同主幹兼海岸公園整備室長、公園課施設管理係長、同建

設係長、河川課長、河川課広瀬川創生室長（計 14名） 

(その他報告事項説明員等) 

建設局次長兼道路部長、同北道路建設課長、都市整備局都市計画課長、青葉区副区長

兼建設部長、同道路課長（計 5名） 

司  会：佐々木参事兼課長：百年の杜推進部参事兼百年の杜推進課長 

 

1．開会 

○事務局（佐々木参事兼課長） 

－開会－ 

○事務局（村上局長：建設局） 

－挨拶－ 

○事務局（佐々木参事兼課長） 

－事務局の紹介－ 

－配布資料の確認－ 

○涌井会長 

－議事録署名人の指名、傍聴ルールの説明－ 

・議事録署名人：涌井会長、米倉委員 

（了承） 

 

2．議事 

○涌井会長 

審議事項①、②の保存樹木の指定と解除、これをまとめて１件として取り上げて議論をし

たいと思う。 

(1)審議事項 

① 保存樹木の指定について 

② 保存樹木の解除について 

○事務局（早坂係長：百年の杜推進課緑地保全係） 

－資料説明(資料 1)－(1)審議事項①説明 

－資料説明(資料 2)－(1)審議事項②説明 

○米倉委員 

・今回指定対象のウメとケヤキは聖ウルスラ学院の中にあり、子どもたちにとって樹の大切さや

背景を学ぶことができるため、教育的な観点も考えられる。 
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・地域の方々も保存、保全していきたいと願っていると実際に聞いているため、是非指定したい

と思う。 

○小貫委員 

・ケヤキについては、以前に指定したケヤキから実生で生えてきたと思われるという話であった

が、第一次指定のケヤキは今も残っているのか。 

○事務局（早坂係長） 

・現在も残っている。 

○小貫委員 

・この地図に載っているか。 

○事務局（早坂係長） 

・地図には掲載していないが、今回対象のウメとケヤキの中間にある体育館付近に存在する。 

○小貫委員 

・臥龍梅について、学校で設置している看板は「がりょうばい」となっているが、「がりゅうば

い」と「がりょうばい」のどちらの名前で登録するのか。 

○事務局（早坂係長） 

・宮城刑務所の親樹については「がりゅうばい」で登録している。今回も「がりゅうばい」とし

て登録することで所有者に了承いただいている。 

○小貫委員 

・保存樹木の解除について、昨年の診断で危険と判断した３本のうち２本が今回の解除対象とな

るが、残り１本の状況を教えてほしい。 

○事務局（早坂係長） 

・今回解除対象となる２本は健全度、活力度、外観の全ての項目で一番悪い評価であったため、

樹木医のアドバイスも受け所有者から枯損届出が提出された。残り１本については、健全度以

外の項目は一番悪い評価とはなっていない。 

○小貫委員 

・保存樹木の伐採もやむを得ないが、伐採後の補植についても検討いただきたい。 

○涌井会長 

・伐採後の補植について是非検討いただきたい。 

・臥龍梅の由来については歴史的に信憑性が高いものなのか。 

○事務局（早坂係長） 

・古木としての言伝えや所有者からの言われをそのまま由来としており、裏付けの確認は行って

いない。 

○涌井会長 

・地域の物語になっていればそれはそれで意味があると思う。 

・仙台市が一斉調査を行って樹勢の衰弱がみられたとしても、その保存樹木が枯れた場合は、基

本的には所有者の責任となるのか。 

○事務局（早坂係長） 

・そのとおりである。 

○涌井会長 

・樹勢回復のための根継ぎなど様々な外科的な処方があるが、所有者の費用負担を考慮して仙台

市からは勧めていないのか。 

○事務局（早坂係長） 

・樹木医よりアドバイスをいただき、その結果を所有者に伝えている。所有者の費用負担を考慮

して外科的な処方を勧めないということはない。 
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○涌井会長 

・専門的な立場から小嶌委員にご意見をいただきたい。 

○小嶌委員 

・全て生かしたいというのが本音であるので、手当ての施しようがない場合でも、所有者の意向

があれば費用等の説明を行ったうえで対応している。 

・基本的には樹勢が悪くなってからの対応では遅いので、できれば予防的な処置が大切である。 

・根に損傷を受けた結果、５年 10年後に枯損に至る場合がかなりある。何百年も生きてきた樹

木が保存樹木に指定した後、数十年で枯れてしまうのは、例えば建物の建築、舗装、車の横付

け等により、段々根から水分や酸素等が供給できなくなることが原因の一つではないかと思う。 

・前回の審議会で指定した西山（愛子）の臥龍梅も、保存樹木として指定したために注目され、

みんなが根元を踏んで見て歩くと結果的には悪いことになる。 

・保存樹木として指定する際は、併せて保全予防について説明し、また、５年に１回の一斉調査

においてはアドバイスをしていけば良いのではないか。 

○板橋委員 

・第 70回の審議会（平成 27年 5月 20日開催）で報告があった「樹木の生育状況及び援助・助

成制度の認識度などに関するアンケート」は毎年行う予定なのか。 

○事務局（早坂係長） 

・昨年度に５年に１度の一斉調査による樹木医の診断結果を所有者にお知らせしているので、今

年度はアンケートを実施する予定はない。今年度は「杜の都の名木・古木」という冊子を更新

するので、そのなかで所有者と連絡をとりながら樹木の樹勢の確認を行っている。 

○板橋委員 

・保存樹木の樹勢が年を追うごとに衰えていくことも考慮し、枯損防止助成の予算の見直しは検

討課題になっていくのか。 

○事務局（早坂係長） 

・毎年同額の予算を確保し、これまではその範囲内で納まる相談件数であった。 

・例年予算を全て使用してきてはいないので、専門家の意見を聞きながら実施時期を検討し、適

切に執行していきたい。 

・また、このようなケースが増えてきたこともあるため、来年度の予算要求に向けては検討して

きたい。 

○涌井会長 

・審議事項①、②の保存樹木の指定とその解除について、了承ということで良いか。 

（委員一同了承） 

 

 

(2)報告事項 

① みどりの基本計画の進捗について 

○事務局（熊谷係長：百年の杜推進課企画調整係） 

－資料説明(資料 3)－(2)報告事項①説明 

○小貫委員 

・資料３について、基本方針Ⅳ「市街地のみどりの回廊づくり事業」の進捗度がＢ評価だが、こ

れは青葉通再整備事業の西公園工区の低木植栽に対する進捗度ということで良いのか。 

○事務局（熊谷係長） 

・青葉通再生事業については、平成 27年度までに一番町工区と西公園工区のケヤキ並木を整備

する目標設定になっている。西公園工区の植栽が少し遅れておりＢ評価になっている。 



4/15 

○小貫委員 

・報告事項⑥にある広瀬通の並木は、みどりの基本計画のなかで市街地のみどりの回廊として位

置付けられていると思うが、広瀬通の並木についてはこの評価に含まれないとの判断で良いか。 

○事務局（熊谷係長） 

・基本方針の市街地のみどりの回廊づくり事業のなかに、百年の杜プロジェクト事業として青葉

通再整備事業という項目はあるが、広瀬通事業は入っていない。 

○小貫委員 

・この評価には広瀬通は入っていないということで了解した。 

○涌井会長 

・一番重要なのは、資料３の最後に書いてあるようにＰＤＣＡサイクルで、しっかり検証するこ

とと、それに伴い行政だけはなく市民の意見を聴きながら進めることである。 

・この件は了承ということで良いか。 

（委員一同了承） 

 

 

② 保存緑地内行為届について 

○事務局（早坂係長） 

－資料説明(資料 4)－(2)報告事項②説明 

○涌井会長 

・仙台市が誇る先輩たちの努力で、このような馬蹄形の見事な保存緑地を残している。 

・土地の元の所有者はどこなのか。なぜ学校を建設できると了承したのか。 

○事務局（早坂係長） 

・元の所有者は東北大学である。 

・保存緑地として指定されていた緑地であるが、地目は学校用地である。 

○涌井会長 

・新たな所有者は保存緑地であることを確認しなかったのか。 

○事務局（早坂係長） 

・新たな所有者からは、学校用地であるため学校を建てられるとのことで土地の取得契約をした

と聞いている。 

○涌井会長 

・元の所有者が学校を建てられると言ったのか。それとも仙台市が言ったのか。 

○事務局（早坂係長） 

・元の所有者である。 

○板橋委員 

・新たな所有者が保存緑地だと認識したのはいつなのか。 

○事務局（早坂係長） 

・開発行為の協議のなかで土地の制限を調べた際、保存緑地と判明し、今年２月に百年の杜推進

課へ相談に来た。 

○板橋委員 

・保存緑地に指定したのは何年か。 

○事務局（早坂係長） 

・昭和 50年である。 

○涌井会長 

・昭和 45年頃吉阪隆正氏がこのような緑で仙台市を囲む計画を提案し、その後、行政上保存緑
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地という制度を設けて実に立派に保存してきた。[吉阪隆正氏：建築家、早稲田大学吉阪研究

室が計画を提案した「杜の都・仙台のすがた～その将来像を提案する～」が発行（平成 48年 9

月）されている。] 

・この場所は、保存緑地全体の極々一部ではあるが、保存緑地としては一番大きく永続的に担保

されるであろうと言われていた大学キャンパスに隣接した場所である。 

○板橋委員 

・元の所有者に責任は問えないのか。 

○事務局（早坂係長） 

・仙台市としては、元の所有者に責任を問うことはできない。 

・新たな所有者に対して緑地の買取りという制度があるという話をしたが、隣接している既存の

施設と一体的に利用したいということで、今回の計画となった。 

○涌井会長 

・学校というものは効率を求めて拡大する傾向がある。新しい所有者は今後キャンパスを増やす

可能性はないのか。 

○事務局（早坂係長） 

・今回は短期大学建設の計画のみで、今後の事業展開については報告を受けていない。 

○塩谷委員 

・元の所有者は、保存緑地の制限について買主に告げないで売買契約を行ったという認識はある

のか。また、その認識の有無について仙台市で確認を行っているか。 

○事務局（早坂係長） 

・元の所有者に確認は行っていない。 

・仙台市の条例では土地の移動まで制限することはできないため、開発の計画が提出された段階

で説明するということまでが限界である。 

・今後は、保存緑地の所有者に対して改めて啓発を行っていきたい。 

○涌井会長 

・この事例を踏まえ将来このようなことが再発しないようきちんと確認してほしい。 

○小貫委員 

・現在、東北大学で保存緑地に新キャンパスの開発を行っているが、地区計画もかかっていて、

できるだけ緑を保全しながら開発しようとしている。 

・今回と同様にキャンパスとして利用する敷地が保存緑地として指定されているが、開発箇所が

保存緑地として指定されていることが良いのかどうか疑問である。 

○事務局（早坂係長） 

・昨年度の審議会で、保存緑地内での商店建設について報告した際に、都市計画道路や小学校の

整備、またやむを得ない事情により保存緑地が改変されたところについての区域変更等につい

て説明を行っている。今年度内の審議会に諮りたいと考えている。 

・保存緑地は、基本的に所有者の理解のもと長きにわたり保全をお願いしているものである。保

存緑地に指定した区域は、当時所有者の理解をいただいたところを指定している。 

・涌井会長から指摘のあった、減少していく保存緑地への対応については、条例より法的に厳し

い都市緑地法の特別緑地保全地区の指定を行うことで、緑地を保全する区域を増やしていきた

いと考えている。 

○近藤委員 

・保存緑地の弱みが出てきていて蚕食が始まっている。予算的な措置が一番大変かもしれないが、

蕃山や燕沢のように特別緑地保全地区への指定換えを是非進めていただきたい。[蚕食（さん

しょく）：他の領域を少しずつ侵していくこと] 
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○涌井会長 

・保存緑地は大先輩たちが仙台市の将来を展望したなかで戦略的に担保した、仙台にとっての財

産である。これを守っていくためにはどうしたら良いかということである。特別緑地保全地区

への格上げや、事業者に対する保存緑地の啓発を強めるなど努力をしていただきたい。 

・今後、この相手側の善意を前提にした協議を進めるなかで、緑化量だけではなく法面の形につ

いても是非議論していただきたい。土木法で法面の樹木をばっさりと切り緑化するのでは景観

の一体性を著しく損なうので、できるだけ周辺の景観に整合するよう協議を進めていくと良い

のではないかと思う。 

○事務局（村上局長） 

・昭和 50年頃の第一次指定より 40年経過し、今回の東北大学所有地に限らず、民有地に関して

も世代交代による相続問題で緑地を残すことが難しい場合もある。その場合、残された緑をい

かに守るか、また、新しく開発される敷地のなかでもどのような形で緑化を図るかが大事であ

る。 

・馬蹄形の緑地の北側である台原緑地は杜の都といわれる都心部を囲み、まちづくりのなかで先

見的な考え方で進めた場所である。現実的には台原緑地も北に向かって住宅開発等が進められ、

残っているところを探すのが難しい状況である。 

・所有者への依頼姿勢で始まった保存緑地制度であるが、今後は特別緑地保全地区に指定するこ

とにより、国からの助成や仙台市独自の百年の杜づくり推進基金を利用しながらしっかり緑を

守っていきたい。 

・今回の事例では学校法人の敷地であり、生徒や地域も関わると考えられるため、緑を愛でる、

守る気持ちも養成できる取り組みをさせていただきたい。また、仙台の誇るべき保存緑地制度

を今後とも頑張っていきたい。 

○涌井会長 

・是非そのように進めていただきたい。 

・保存するだけではなく、「保全」「再生」「創造」という３つが一体となる必要があるので、そ

の創造の部分についても工夫を凝らして欲しい。 

・この件はよろしいか。 

（委員一同了承） 

 

③ 特別緑地保全地区内の整備について 

○事務局（早坂係長） 

－資料説明(資料 5)－(2)報告事項③説明 

○小嶌委員 

・最近、ナラ枯れが山ではなく都市部の公園にも発生している。計画にはヒノキやスギから落葉

広葉樹への更新とあるが、樹種選定はどのようになっているのか。 

○事務局（早坂係長） 

・仙台市の木であるケヤキや季節により花が咲くサクラなどを考えているが、まだ決まっていな

い。小嶌委員に相談させていただき、地域の意見も聞きながら樹種を決めていきたい。 

○小貫委員 

・この事業はどこが計画して整備を行うのか。 

○事務局（早坂係長） 

・仙台市が取得した緑地で事業主体は仙台市である。 

○小貫委員 

・今後、高齢化が進むことを考慮し、散策路のバリアフリー化についても配慮いただきたい。 
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・スギなどは倒木が起こりやすいと聞くが、樹種によって倒木の起こりやすさは異なるのか、ま

た具体的な対策はあるのか小嶌委員に伺いたい。 

○小嶌委員 

・倒木というのは、基本的には根が腐ったりして、根元が支えられなくなる場合に起こる。 

・本来、直根が芯となり木が倒れにくくなるが、これまでスギやヒノキなどは植栽時に根を切っ

て植えられてきたため、元々根が浅い可能性がある。また、その後、間伐せずに狭いところで

生きてきているため倒木につながる場合もある。状況はいろいろである。 

○小貫委員 

・そういう状況も配慮して樹種の選定をしてほしい。 

○板橋委員 

・予算規模はどれくらいか。 

○事務局（早坂係長） 

・今年度の事業費は約 1,500万円である。全体の事業費については現在積算中である。 

○涌井会長 

・工事範囲と樹種更新区域の説明があったが、特別緑地保全地区に指定されている区域はどこか。 

○事務局（早坂係長） 

・説明した図の全範囲になる。 

○涌井会長 

・ここは、もともと宅地造成した時に残った地山の頂部にあたるのではないか。 

○事務局（早坂係長） 

・そのとおりである。 

○涌井会長 

・宅地造成後、間伐せずいわゆる密集林になっているため、木が弱り風倒木になりやすい。 

・また、樹冠の生長点まで水が上がっていないことが想定できるので、これ以上の成長の可能性

が無く根元が乾燥状態となっていて風倒の可能性が高いと思われる。 

・周辺を切り拓くと、今後、風で枝の枯れあがり現象が起きてきて、さらに風倒被害が増す恐れ

があるので、近藤委員や小嶌委員に技術的にアドバイスをもらいながら進めてはいかがか。 

○事務局（早坂係長） 

・了解した。 

○近藤委員 

・樹種更新区域は工事範囲と一緒にした方が良い。 

○事務局（早坂係長） 

・了解した。 

○近藤委員 

・地域住民の関心があれば、是非今後の管理など市民参加で進めてはいかがか。 

・非常に急峻な場所なので、無理してバリアフリーにすると舗装したスロープだらけになる。 

・自然を生かす意味でも慎重に対応してほしい。[急峻（きゅうしゅん）：地勢が険しいこと(所）] 

○涌井会長 

・こちらは本来の特別緑地保全地域とは若干形質が違い、完全に園(苑)地化している。 

○事務局（佐々木参事兼課長） 

・特別緑地保全地区は自然度が高いところという第一条件があるが、住宅地に囲まれた街中の緑

地を何とか残すべく、個人の土地を仙台市が取得した。 

・今回はこれまで人が入れなかった緑地を、自然保護だけではなく、地域住民が散策できるよう、

利活用を踏まえながら保全する視点で、公園に近い整備を行う。 
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○涌井会長 

・是非そのように進めてもらいたい。 

・この件はよろしいか。 

（委員一同了承） 

 

④ 緑の活動団体の認定について 

○事務局（中川係長：百年の杜推進課緑化推進係） 

－資料説明(資料 6)－(2)報告事項④説明 

○涌井会長 

・他の市や町では年々ボランティアの数が減るなかで、仙台市は認定回数が１回という団体の数

が多く、今年度新たに認定した団体も加わり、認定回数４回という団体も数多くある。大変あ

りがたいことで、これも仙台市の財産の一つであると思うので、是非推し進めていただきたい。 

・この件はよろしいか。 

（委員一同了承） 

―休憩― 

 

⑤ 広瀬川の清流を守る条例における許可基準のあり方について 

○事務局（杉井室長：河川課広瀬川創生室） 

－資料説明(資料 6)－(2)報告事項④説明 

○涌井会長 

・広瀬川清流保全審議会で検討が進んでいる本件のなかで、とりわけ緑化に関する部分について

本審議会に意見を頂戴したいということである。 

・本審議会で提案があれば、広瀬川清流保全審議会で受け止めていただき、専門部会で議論いた

だくとの理解でよろしいか。 

○事務局（杉井室長） 

・はい。そのとおりである。 

○板橋委員 

・現在、空地の緑化率はどのくらいか。 

○事務局（杉井室長） 

・全体的な統計はとっておらず、様々である。 

○板橋委員 

・今回、緑化が進んでいないため基準を見直そうとしているのではないか。 

・現状の把握が出来ていないと進まないのではないか。 

○事務局（安田課長：河川課） 

・平成 23年度から 26年度の４年分の許可案件を対象に約 100件の調査を行った。 

・全体の約４割は植栽が施されていた。 

○涌井会長 

・約４割というのは植栽が施されたという割合であって、緑の質の良し悪しは関係ないのか。 

○事務局（安田課長：河川課） 

・そのとおりである。 

○近藤委員 

・駐車場や物置は空地にカウントしているのか。 

○事務局（杉井室長） 

・駐車場も物置小屋も空地のなかにはカウントしていない。 
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○涌井会長 

・河川区域について、資料７の２ページの「２．建築物の新築等の許可基準」にある断面図で具

体的に示してほしい。 

○事務局（杉井室長） 

・空地と線を引いている法肩があるが、そこより下が河川区域となる。 

○涌井会長 

・景色として眺めるのか、エコロジカルネットワーク、すなわち陸域の生態系と水域の生態系が

繋がっている環境を大事にするのかということが重要である。 

・私の個人的な考え方を言えば、望ましいのは単に見た目の問題だけではなく、エコロジカルネ

ットワーク、生物多様性の保全が図られるような方策をとることが最も望ましい。 

・一番大事なのは河川区域の法面である。宅地内の緑を良くしても、法面が悪いと何の意味もな

くなる。民側に空地の努力を依頼するだけではなく、公共側が法面についても対策を行う合わ

せ技でないと不公平だと思う。 

・民有地側の緑の質をある程度誘導する方法も検討した方がいい。資料には短冊形の緑化しか解

決案が書かれていないが、望ましいのは L 字型の緑化である。つまり、河川側に薄くとも緑化

がされていて、なおかつ脇にも緑化がなされると水域から陸域に移動する生物がコリドー〔注

釈：緑の回廊〕として使用する効果がある。検討していただきたい。 

○小嶌委員 

・広瀬川清流保全審議会の臨時委員を兼任している。 

・法面については、ここは河岸段丘でなかなか木が生えない自然崖であるが、それも一つの仙台

らしい景観であると話し合った。 

・また、同審議会の専門委員会ではあくまでも民地に対する検討であった。 

・L 字型の緑化といった発想は貴重な意見であるため、次回の審議会で話し合いたい。 

・緑化の樹種については、自生種が望ましく、蝶を呼べるのではないかという話題もあった。 

・緑化の連続性や質についてもこれから検討していかなければいけないと思う。 

・橋から見る景観などについても視覚的に望ましい目指すべき姿の検討を行っている。それを仙

台市として示すことで、市民もそれに向かっていきたいという気持ちになれば、この基準も納

得されると考えている。 

○小貫委員 

・資料７の３ページの「４．許可基準の見直しの方向性」についてだが、広瀬川沿いの貴重な緑

地であるため、量(面積)だけでなく、質も担保したうえで、質が良ければある程度の緩和をす

べきである。また、都市部、郊外部であっても、求める空地の量は同じにすべきだと思う。 

○涌井会長 

・今の小貫委員のお話しは意見として記録していただきたい。 

・エコロジカルネットワークという生物多様性を保全することは大いに尊重するべきである。 

・なかでも一番尊重すべきことは、多くの人が集まるところから見た社会的なインフラからの景

観的な配慮である。二番目は、生態学的な連続性の確保。三番目は、広瀬川沿いの方々は住民

であると同時に、広瀬川に災害が起きた時の大きな防災上の役割を担っていただく善意の方々

でもある。そういう方々として、参加に意欲を持てる一つのインセンティブ〔注釈：意欲向上

や目標を達成するための刺激〕のような仕組みを考慮し全体図を勘案するのが正しい姿ではな

いか。 

・ここは粘板岩（ねんばんがん）というか、いわば自然崖で、湧水も所々噴き出してくるような

場所であるが、そうした特性を十分理解したモデルの植栽を示して、それにご協力をいただけ

ると望ましい。 
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・また、第三者に対して大きな被害を及ぼす可能性があるため、この空地に災害が起きた時に流

されてしまうスチールの物置のような形質のものが置かれることは望ましくない。 

・広瀬川沿いの方々は、災害の時の被害者であり同時に防災の当事者であるというところの意識

を啓発していくよう、総合的に皆さんにご協力いただく誘導型の方法が一番望ましいと思う。 

・ご同意をいただいたのでこれらの意見を取りまとめて広瀬川清流保全審議会へ報告いただけれ

ばと思う。 

（委員一同了承） 

 

⑥ 広瀬通の道路整備に伴う街路樹の取り扱いについて 

○事務局（太田課長：青葉区道路課）  

  －資料説明(資料 8)－(2)報告事項⑥説明 

○近藤委員  

・イチョウ伐採後の写真を見るとやはり相当緑の喪失感があると思う。中央分離帯のひし形の部

分をもう少しアエルの交差点側に動かせないか。そうすると１本だけでもイチョウを保全でき

ると思う。１本残すと全然違うと思う。 

○事務局（太田課長） 

 ・右折レーンの延長の設定としては、将来交通量の予測から必要な延長を割り出したものであ

る。この数字を動かすと右折レーンが足りなくなる。 

・中央分離帯のイチョウを１本でも２本でも残したいという想いは私共も持っていた。現地を

確認するとイチョウの根上りがあり、根が中央分離帯全般に繁茂していた。今回、中央分離

帯の縁石を全面的に改良するため、根に大きいダメージを与えてしまい自立できないことか

ら、倒木の恐れもあると考えてイチョウの保全は厳しいと判断した。 

○近藤委員 

 ・資料の計画平面図に右折車線長延長 76ｍと 80ｍとあるが、例えば 5ｍ動かすと１台、10ｍ動

かすと２台分という明確な台数は出るのか。 

○事務局（石川課長：北道路建設課長）  

 ・アエル側の右折レーンの設計延長については、将来交通量を考慮し必要な右折レーンを設定

している。その延長が１台分短くなることで、直進車線に滞留してしまい直進を阻害するの

で難しいと考えている。 

○近藤委員  

 ・１台２台のオーダーで、延長を算出できるということか。 

○事務局（石川課長）  

 ・そうである。 

○小貫委員  

 ・道路側の計画としての考えを説明していただいたが、仙台市のみどりの基本計画をまとめた

百年の杜推進課としてはどのように考えているのか。 

○事務局（佐々木参事兼課長）  

 ・先程、青葉区の説明にあったとおり、広瀬通の中央分離帯のイチョウが無くなるということ

は相当の喪失感があり、緑を守る立場として、無くしてはいけないという想いは十分ある。 

 ・百年の杜推進部としての意見、個人的な意見はそれぞれあるが、仙台市として道路の機能確

保、安全管理を鑑みた場合、青葉区道路課長が説明した整理のとおりである。百年の杜推進

課としての意見を示すことは基本的にできないと考えている。 

○小貫委員 

 ・広瀬通の整備計画が以前から存在したのであれば、事前にみどりの基本計画のなかで、ある
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程度議論しておく必要があったのではないか。 

 ・仙台港から東北道までの物流のラインを広瀬通に持ってくることが、仙台市の都市計画とし

て適切なものかどうか疑問を持っている。 

・広瀬通にこれだけのウエイトの物流の車両を乗せるため、道路の拡張を行い、イチョウを切

らざるを得ないという計画自体、コンパクトシティや地下鉄を整備し、自動車交通からの脱

却を図ろうとしている仙台市の施策としていかがか。 

・外周部の高速道路も整備され既存の道路網もあることから、ここに物流の車両を乗せる必要

性が本当にあるのか。 

○涌井会長 

・今の質問は本来本審議会のミッションではないが、皆さんの関心のあるところだと思うので、

差支えのない範囲でご説明をいただければありがたい。 

○事務局（千葉参事兼課長：都市整備局都市計画課） 

 ・仙台市のコンパクトシティの考え方のなかで、基本的に過度に自動車に依存しない、公共交

通、バスや地下鉄を中心とした街づくり、そして都心部なり広域拠点に様々な機能を配置し

て、そこに皆さんがアクセスできる街づくりを進めている。 

・一方で都市計画マスタープランにもあるが、都市活動を支える幹線道路網の構築も同じレベ

ルで仙台市は進めている。 

 ・東部道路から宮城インターチェンジを貫く道路になっているが、基本的に仙台市の広域物流

ネットワークは、仙台市を囲む環状の自動車専用道路網で処理する。元寺小路福室線の主体

的な物流機能は、東部の卸町や扇町から都心部への域内物流として非常に大切な道路で、元

寺小路福室線なり国道 48 号線の機能は、仙台市の都心の機能や魅力を高めるために欠かせな

い役割を持っていると都市計画上も考えており、域内の幹線道路網の整備を進めている。 

○涌井会長  

 ・広域物流であれば渋滞における時間ロスの経済損失がどのくらいになるのかという話である

が、域内物流であれば、先程の小貫委員の発言のように、人、環境、物流の到達時間のいず

れを優先するのか、という優先順位になってくる。 

・ヨーロッパのように、市内に入る域内物流については、時間制限を設けるとか、渋滞問題は

対象範囲外として、コンパクトシティに見合う形で街路の車道を縮めて歩道を増やしていく、

或いは公共交通機関への、或いはプライベートモータリゼーション〔注釈：自家用車の普及

や大衆化換〕に対応できるような、モーダルシフト〔注釈：交通・輸送手段の転換〕に対応

できるような方向に変えていく方向もある。 

・結論から言うと、宮城野橋を含めて長年懸案の道路ができるので、「そこのけそこのけ道路が

通る」という印象になるのは望ましくない。 

・イチョウの伐採について、百年の杜としてどのように緑を大切にしていくのかという合意と、

熟度を上げながら議論していくのが本当は望ましかった。 

・本審議会ではやはり緑は大切にしたいというのがひとつのビヘイビア〔注釈：ふるまい、行

動〕であり、哲学である。 

・これはいつまでに結論出さなければいけないのか。 

○事務局（佐藤副区長兼道路部長：青葉区）  

 ・来年３月に宮城野橋とその東側の五輪工区が開通・供用するため、それまでに広瀬通の改良

も合わせて行いたい。 

○涌井会長  

 ・供用開始は重要なスケジュールであるから、バックキャスト〔注釈：将来の目標から逆に現在

なすべきことを考えること〕するといつまでに結論を出すべきか。 
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○事務局（佐藤副区長兼建設部長）  

 ・イチョウが段々色付いてくる頃には事業着手したい。 

 ・我々としても、先ずはいつ事業に入るか明確にしていきたい。 

○涌井会長 

・根上りしていると言うが、イチョウは意外と鈍感であるから、根っこを切っても堅牢である。

これから実際の施工図を描くときに、イチョウを１本でも２本でも救済できるのであれば仙

台市民の将来に対するある種のイニシエーション〔注釈：社会で正式な成員として承認され

ること〕や覚悟になる。不幸にして救済できなかった場合は仕方がない。 

・そのような検討を施工図段階でしっかりやってみると、道路の場合には今まで予測できなか

ったことも出てくるかと思うが、そのタイムラグはないのか聞きたい。 

○小貫委員  

・開通後、渋滞状況について少し様子を見る期間を設定できないのか。 

○涌井会長  

・小貫委員の気持ちは分かるが、報告事項であるから意見として記録に留めさせていただきた

い。 

○小嶌委員  

・イチョウは意外と鈍感という話であるが、根は生えるし、種からも十分出る。時期を選ぶが

根を切っても移植できることから、樹種としては扱いやすい。 

・青葉通以外でも日本各地で大径木の移植が成功している例はある。 

・街路樹や公園樹が大型化していくことは全国的な問題であるが、その取り扱いについて、今

回の仙台市民の反応のように伐採は可哀想だとか、市としても惜しい気持ちは皆さん共通し

ていると思う。 

・これだけ人と密着する樹木が大きくなると、やはり 10年 20年後同じ議論が出てくると思う。 

・今後も仙台市が道路の拡幅等に伴い大径木の取り扱いを議論するなかで、伐採がタブーにな

ってはいけないと思う。 

・更新や間伐があり得ることも検討するべきである。伐採イコール悪ではないと思う。 

○涌井会長 

・その通りだと思う。 

○板橋委員  

・本会議のあり方に言及したい。 

・４月に事務局から個別にイチョウの伐採についての説明と意見の聴取が行われたが、なぜ本

審議会においてこれまで一度も論議されなかったのか疑問に感じる。 

・小貫委員からの問い合わせに対して、広瀬通の街路樹は保存樹林や保存樹木ではないため、

本審議会における審議事項ではないという回答に愕然とした。 

・杜の都の環境をつくる審議会はいったい何であるか。ひたすら保存樹木や保存樹林に対する

検討を行うためだけに設けられたのかと、非常に大きな疑問を呈せざるを得ない。 

・道路課や都市計画課など様々な課が関わっていることは百も承知であるが、少なくとも緑に

関する審議会という位置付けの本審議会において、審議した結果、議論の総意として見解が

新聞記事に掲載されるくらいの状況まで持っていくのが、事務局としての進め方だったので

はないか。審議会そのもののあり方に私は疑問を呈したい。 

○涌井会長  

・報告事項でいいと決断したのは最終的に私である。私の責任であることを先に申し上げたう

えで、今の質問に対してきちんと事務局から説明をしていただきたい。 
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○事務局（佐々木参事兼課長）  

・審議会に諮らなくていいという事務局側の判断で報告しなかった訳ではない。前回の２月の

審議会では、報告に至るまでの準備が間に合わなかったものである。 

・緑化重点地区内の工事であり、緑を守る立場、或いは創る立場として審議会に報告、説明し

て委員の皆様からご意見、ご議論いただくのは当然と思っている。 

・板橋委員からのご指摘に対し、本日が報告の場になってしまったことはお詫びする。 

・審議事項ではないので何もしない訳ではなく、審議、報告に関わらず緑に関する重要なこと

として、随時説明して、十分議論していただきご意見をいただきたいとの気持でいる。 

・今回報告の時期が非常に遅くなってしまったこと、或いは地元説明会後に様々なご指摘をい

ただいた後に報告となってしまったことについては、深くお詫び申し上げたい。 

・これからも緑に関わる事項については、審議会に随時お諮りしていくつもりであるのでご理

解いただきたい。 

○涌井会長  

・この件は報告事項なのか、それとも本来は審議事項とすべきものなのか。 

○事務局（佐々木参事兼課長）  

・「杜の都の環境を守る条例」第５章、第 36 条２項１号から８号までに審議事項が明記されて

おり、９号にその他事項として緑に関することが何でも諮ることができるように定められて

いる。 

・今回、保存樹林、保存樹木等に指定されていないことから、これまでのルールどおり審議事

項としては扱わず、報告事項とする判断を事務局で行い、会長へもその旨を相談していたも

のである。 

○涌井会長  

・審議会の立場は、あることについてはピッチャーの役割、あることについてはキャッチャー

の役割。自分の立ち位置においてどのような哲学のなかでどのような意見を言うのかが一番

我々に求められている。 

・なぜ報告事項にしたのかというと、このような様々な形で政策決定がされていくなかで、審

議事項にするということは、そもそも元へ引き戻すということになり、大変な混乱を招く。

むしろ報告事項で扱いながら、皆さんの意見をたっぷり聞いて、それを投影したほうが戦略

的には良いという判断である。 

・仙台市は良い方向を目指そうと行政の役割を果たしている。第三者としての審議会は、束縛

のない立ち位置での勝負をしなければならない。 

・広瀬通のイチョウについては、本当はしっかり受け止めしっかり投げ返すという、剛腕キャ

ッチャーにならなければならない。ただものを言えばものが動く結果でもない。現実に事を

良い方向へ持っていくための方策をしっかり考えなければならない。 

○事務局（村上局長）  

・広瀬通の道路整備に伴うイチョウ並木の取り扱いについては、地元の説明会を行ったが、呼

びかけの仕方が悪く非常に参加人数が少なかったため、再度実施した。 

・仙台の先人たちが創ってきた緑を今後どのように後世に残していくのか、長年この審議会で

ご議論いただいてきた重み、また、杜の都に住んでいる仙台市民にとっての緑への格別な想

いを聞かせていただくなかで、今回改めて審議会に報告した。 

・地下鉄東西線に関連する青葉通のケヤキ伐採においても、都市生活をしていくうえでの利便

性、快適性、戦災復興において培ってきたものがお互い表面的にはぶつかったが、根本に流

れているもの、何を守っていくのかについて、今回審議会の皆様の意見を聞き、やはり仙台

の緑は特別だと改めて認識した。 
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・単なる手続き論ではなくて、相手の気持ちを察し、また今までの先人の方々の想いに気持ち

を寄せていくことが本当の百年の杜づくりであり、仙台の杜の都を継承していくために非常

に大事なことではないかと考えている。 

・今日のご意見をしっかり受けながら、仙台の緑のあり方、保全のあり方についてもこの機会

を大事にしながら、今後取り組んでいきたいと考えている。 

○涌井会長 

・これは１本の或いは、３本の５本のイチョウの話ではない。仙台人のビヘイビア〔注釈：ふ

るまい、行動〕、或いは文化がたまたまこのイチョウの木に象徴されていると理解し、そのな

かで最善を尽くす方法は何があるのか、ということにどれだけ汗をかいたのかが重要である。 

・審議会の委員の皆さんは、市民のある種の断面である。様々な声がここに投影している。 

・今後、広瀬通のイチョウのみならず、このような検討は繰り返して出てくると思う。 

・物理的にバックキャストしたときにどれくらいのゆとりがあるのか、その時に最善の方法を

探す方法はないか。 

○事務局（佐藤副区長兼建設部長） 

・はい。 

○涌井会長  

・しっかり、最善の道を模索することを検討するとの理解で良いか。 

○事務局（佐藤副区長兼建設部長） 

・そのとおりである。 

○近藤委員  

・中央分離帯のひし形部分に樹木を植える場合は、是非イチョウが良いと思う。 

・小嶌委員に伺いたいが、現在のイチョウの遺伝子を残す場合、イチョウの頭頂部を取り木す

ることは可能か。それを植えるのが一番良いと思う。 

・できなければ、できるだけ大きなイチョウを植えて喪失感を和らげたい。 

○小嶌委員  

・基本的に増殖は簡単だと思う。 

・１本だけではなく、何本か保険として 10本 20本やったうちの１本植えるなど考えられる。 

・イチョウにはオス・メスがあるが、メスは実が臭いと嫌がられる場合があるのでオスが良い

と思う。 

○近藤委員  

・是非チャレンジしてほしい。 

○涌井会長  

・板橋委員から指摘のあった審議会の運営のあり方については、今後大きな課題がある場合、

仮に行政的に熟度が上がっていなくとも、基本的な審議会設置の趣旨に基づいて、報告事項

でも審議事項でも構わないので、我々に事前に相談をいただくことが混乱を招かず筋道をと

った方法になると思う。事務局として是非そのように考えていただきたい。 

○小貫委員  

・この件は、第 36条２項９号にあるその他の緑の保全、創出及び普及に関する事項という扱い

だという説明だったが、１号の緑の基本計画の策定及び変更に関する事項に該当するのでは

ないかと思う。 

・会長の発言にあったような戦略も踏まえて、このような報告事項での取り扱いという場合も

あると思うが、やはり１号の緑の基本計画に関する事項で位置付けているものに関しては、

議論できるような体制をとっていただきたい。 
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○事務局（佐々木参事兼課長） 

・今回広瀬通のイチョウを１本ではなく何本も伐採することは緑化重点地区内の計画の変更に

あたるということで、条例の第 36条２項にある１号の事項に該当するのではないかとの指摘

だと思うが、仙台市としては、みどりの基本計画の変更事項にあたらないとの当初の解釈で、

報告事項として会長とも事前に相談をさせていただいた。 

・今後、計画に掲げている事項が工事などで状況が変わった際、１本でも木が無くなったこと

が計画の変更にあたるのかというとそうではないと思うが、小貫委員の意見を受け、みどり

の基本計画に関連する重要な事項として審議事項とする基準などを検討していかなければな

らないと感じている。 

○涌井会長  

・市民にとっては、手続き論よりも理解しやすいことが大事である。そこを基本として是非事

務局としてのとりまとめをお願いしたい。 

・我々の立ち位置や、立ち位置からの考え方を、どのようにして市民に理解いただける方法を

とるか、是非事務局は考えていただきたい。 

・結果として、審議事項であればこれほどの時間をかけた議論はできなかったと思う。報告事

項だからこれだけの議論ができるので、その辺もご理解いただきたい。 

 

3．閉会 

○事務局（佐々木参事兼課長）  

以上をもって「第 73回杜の都の環境をつくる審議会」を閉会とする。 

  

 


