
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１８回塩竈市都市計画審議会 議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年６月２日 

  



【日 時】平成２９年６月２日（金）午後２時から 

【場 所】塩竈市役所３階北側委員会室 

【議事次第】 

１．開 会 １４：００ 

 

２．市長挨拶 

 

３．第１８回塩竈市都市計画審議会 

（１）報 告 第１７回塩竈市都市計画審議会議案の処理について 

     議案第３３号 塩竈市都市マスタープランの改定について 

             

    

（２）議 題  

     議案第３４号 仙塩広域都市計画下水道の変更について 

（港町二丁目及び中の島地区の都市計画下水道に関する変更） 

     

【議事審議の概要】 

○第３４号議案 

 市当局（建設部次長兼都市計画課長・下水道課長）から概要を説明。 

  ～原案のとおり承認～ 

 

【出席委員】 

１号委員  岩井 紘子、坂野 智憲、庄子 洋子、千葉 則行、土井 儀憲 

２号委員  浅野 敏江、伊勢 由典、今野 恭一、土見 大介、山本 進 

４号委員  田中 まゆみ 

 

【欠席委員】 

１号委員  姥浦 道生、佐藤 仁一郎、鈴木 信弘 

３号委員  後藤 隆一 

 

【出席した職員の氏名】 

佐藤 昭  （塩竈市長） 

佐藤 達也 （建設部長） 

本多 裕之 （建設部次長兼都市計画課長） 

鈴木 陸奥男（都市計画課課長補佐兼まちづくり推進係長） 

斎藤 吉和 （都市計画課総務係長） 

佐藤 葵  （都市計画課総務係主事） 

関  陽一 （下水道課長） 

渡辺 達夫 （下水道課建設係長） 

片岡 良憲 （下水道課専門主査） 

 

 



 

司会 事務局 斎藤都市計画課総務係長 

 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。定刻となりましたので、

ただいまから第１８回塩竈市都市計画審議会を開催させていただきます。審議会に先立ちまして、少

しの間事務局で進行させていただきます。 

本日、学識経験者としての委員でございます、姥浦道生委員、佐藤仁一郎委員、鈴木信弘委員、後

藤隆一委員は欠席とのご連絡をいただいております。なお、後藤委員は前任の仙台土木事務所長であ

る門傳淳様がご退任されるにあたり、新たに委員にご就任いただきました。 

 

 次に、お手元に配布しております資料の確認をさせていただきます。一番上から、次第、審議会委

員名簿、職員名簿、席次表、議案書一式、別添資料でございます。不足している資料はございません

でしょうか。よろしいでしょうか。続きまして、注意事項になります。携帯電話をお持ちの方は、電

源をお切りになるか、マナーモードに設定いただきますようお願いいたします。 

 それでは、市長からご挨拶申し上げます。 

 

塩竈市長 佐藤 昭 

 本日第１８回塩竈市都市計画審議会を開催させていただきましたところ、委員の皆様方には大変

お忙しい中ご出席いただきましたこと、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 

さて、前回の３月１７日に開催させていただきました都市計画審議会では「塩竈市都市マスタープ

ランの改定について」、ご協議いただきました。皆様から計画改定への貴重なご意見を賜り、今後２

０年間の塩竈市の都市計画の基本方針として、都市マスタープランの改定案をとりまとめることが

できました。今後は、このマスタープランに沿って、本市の都市計画的なまちづくりを推進させてい

ただきたいと考えておりますので、委員の皆様方におかれましては、引き続きのご指導、ご助力を心

よりお願い申し上げます。 

 

また、本日の議案は「仙塩広域都市計画下水道の変更について」でございます。雨水排水施設であ

ります「中央第２ポンプ場」の区域の一部変更及び雨水貯留施設であります「中の島公園調整池」廃

止の２件についてご審議をいただきます。 

 

 委員の皆様方には、今回の議案についてそれぞれの視点からご指導、ご助力を賜り、ご承認いた

だきますよう心よりお願い申し上げまして、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。どう

ぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

司会 事務局 斎藤都市計画課総務係長 

 次に本日出席しております職員の紹介になりますが、お手元に配布しております職員名簿により

紹介に代えさせていただきます。また、会議の途中で、誠に申し訳ございませんが、市長は、他公務

がございますので、ここで退席とさせていただきます。 

 

塩竈市長 佐藤 昭 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 



司会 事務局 斎藤都市計画課総務係長 

 それでは、次第に則りまして進めさせていただきます。このあと、議事に入らせていただきますが、

審議会条例第５条第１項により、会長が議長にあたることとなっております。岩井会長に議事進行を

お願いいたします。 

 

岩井会長 

 みなさんこんにちは。市長の話にもありましたように、都市マスタープランができまして皆様のご

意見が強く反映された本になっております。今後２０年間塩竈を良い形で見守っていきたいと思い

ます。 

 

【会議の成立】 

岩井会長 

 はじめに会議の成立についてですが、審議会条例第５条第２項の規定により、委員総数の２分の１

以上が出席しなければ会議を開くことができないとされております。委員の総数１５名中、本日は１

１名が出席しておりますので、会議は成立していることをご報告させていただきます。 

 

【議案の審議】 

岩井会長 

 次第に基づき議事に入ります。円滑な進行にご協力お願いします。都市計画審議会は、原則公開と

なっておりますが、今回の議案につきましても、個人情報などは含まれておりませんので、公開とい

たします。本日傍聴人の方はいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃらないようですのでこのまま

進めさせていただきます。 

 

【議事録署名人の指名】 

岩井会長 

 続きまして、審議会運営規則第７条第２項により、議事録に署名する委員を２名指名するものとな

っております。学識経験者と市議会議員の皆さんから１名ずつということでございますので、本日は、

庄子委員と浅野委員お二方にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なしとの声） 

 

 それでは、庄子委員と浅野委員よろしくお願いいたします。 

 

【報告事項】 

岩井会長 

では議事に入りたいと思います。前回第１７回塩竈市都市計画審議会議案の処理報告について、事

務局から報告をお願いいたします。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 建設部次長兼都市計画課長の本多です。どうぞよろしくお願いします。 

先程の市長の挨拶にもございましたが、前回、平成２９年３月１７日開催の第１７回塩竈市都市計

画審議会におきまして、議案第３３号塩竈市都市マスタープランの改定について、ご審議をいただき



ました。 

ご審議いただきました内容を踏まえまして、その後の経過でございますが、３月２２日に庁内組織

である策定委員会を開催し、庁内での審議を行い、３月末に改定作業を完了いたしました。完成いた

しました都市マスタープランの冊子につきましては、皆様のところに先日ご送付させていただいて

おります。 

マスタープランにつきましては、ご承知のとおり、計画期間が２０年という長期にわたります。こ

の間には、例えば市の上位計画であります「長期総合計画」でありますとか、あるいは社会情勢の変

化等が予想されます。そのことを踏まえまして、期間は２０年ではございますが、５年ごとに評価と

見直しを行いながら、塩竈市の都市基盤の整備、あるいは地域別の構想の実現に向けて取り組んでま

いりたいと考えているところでございます。以上、簡単ではございますが、報告とさせていただきま

す。 

 

岩井会長 

 私も見せていただきましたが、本当に皆さんのご意向が反映されていてよかったと思います。 

以上の報告のとおり、滞りなく事務手続きが行われたということでございます。よろしいでしょうか。

では第１７回審議会議案の処理報告を終わります。 

 

 

【議案第３４号説明】 

岩井会長 

 では、議案第３４号の仙塩広域都市計画下水道の変更について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

それでは、議案についてご説明させていただきます。今回提案いたします議案につきましては、仙

塩広域都市計画下水道の変更についてでございます。当議案の決定につきましては、都市計画法第

１９条第１項の規定により、本市の都市計画審議会の議を経て決定する内容となっております。 

 

まずこれまでの都市計画決定の手続き状況について簡単にご説明させていただきます。変更

案につきましては、都市計画法第１６条第１項の規定により、平成２９年４月１４日壱番館５階

会議室で説明会を開催し、５名の出席者がございました。また、都市計画法第１７条第１項及び

第２項の規定により、本市都市計画課で平成２９年５月１６日から５月３０日までの２週間、公

衆の縦覧を行いました。なお、縦覧期間中、縦覧者、及び意見書の提出はございませんでした。 

 

それでは、具体的な内容についてご説明をさせていただきます。 

 

恐れ入りますが、議案書の１ページをお開きください。仙塩広域都市計画下水道変更（塩竈市

決定）として本日ご審議いただく変更内容は２点でございます。 

 塩竈市流域関連公共下水道の「４．その他の施設」中、「中央第２ポンプ場」の区域を変更す

るものと、「中の島公園調整池」を廃止する、この２点になります。 

 

 まず、中央第２ポンプ場でございますが、こちらは当初、雨水排水施設として敷地面積約 3,620

㎡にて計画したものでございますが、隣接する都市計画道路 八幡築港線の計画変更に伴い、区



域を変更し、敷地面積が約 3,500 ㎡に変更となるものでございます。 

 

 次に、中の島公園調整池でございますが、こちらは雨水貯留施設として敷地面積約 19,500 ㎡

にて計画しておりましたが、塩竈市震災復興計画に基づく雨水計画見直しとの整合を図ること

から、今回廃止ということでご審議をいただくものでございます。 

 

続きまして２ページをご覧ください。こちらは今回の変更を受けまして、都市計画の追加、廃

止が行われる区域を表示するページになります。今回の変更では、中の島の一部区域を追加し、

港町二丁目と中の島の各一部を廃止いたします。 

 

 ３ページをご覧ください。こちらから５ページまでが計画書全体の新旧対照になります。３ペ

ージに記載しております「１．下水道の名称」、「２．排水区域」、「３．下水管渠」につきまして

は、変更はございません。 

 

 それでは次のページ４ページをご覧ください。「４．その他の施設（１）汚水」についても変

更はありません。 

 

 ５ページをご覧ください。こちらが今回の変更部分となります「４．その他の施設（２）雨水」

の部分となります。赤字の部分が今回の変更対象箇所で、その下段の黒字で記載されているもの

に変更となります。まず中央第２ポンプ場につきましては「位置」、「面積」が変更となり、中の

島公園調整池は廃止のため、計画書から削除となります。 

  

 それでは６ページをご覧ください。こちらは、これまでの法手続きの経緯になります。前回の

変更は平成２２年６月の第１１回変更となりますので、今回は第１２回の変更となります。 

 

 ７ページをご覧ください。ここからは図面の説明となります。なお、本来の法定図書は A０サ

イズの図面となりますが、資料配布の関係上、お手元に配布してある資料は A３版に縮小した図

面となりますので、一部見にくいところがございますが、こちらはご了承願います。まず、７ペ

ージですが、こちらは塩竈市流域関連公共下水道の「総括図（雨水）」になります。市全域に対

する位置関係を表示したものになりますが、図面中央のやや下に黄色と赤色で旗揚げしている

部分が今回の対象区域でございます。 

 

 ８ページをご覧ください。こちらが「計画図」になります。黄色の区域が廃止する区域になり

ます。赤色の区域が新たに追加する区域になります。 

 

以上が法定図書の説明となります。なお、９ページ以降、参考資料として、今回の事業に係る

補足説明資料を添付しておりますので、事業担当の下水道課より具体的な内容についてご説明

いたします。 

 

 

事務局 関下水道課長 

下水道課からは、「仙塩広域都市計画下水道の変更について」、具体的な内容をご説明させていただ



きます。恐れ入りますが配布しました議案書の最終９ページ、参考資料をお開きください。 

 

本日、お諮りする変更点は、二つでございます。 

一点目は、資料で、中の島公園調整池の右側に赤く着色されております「中央第２ポンプ場」の区

域の一部変更でございます。二点目は資料の中央やや上に黄色に着色されています「中の島公園調整

池」の廃止でございます。 

 

一点目の中央第２ポンプ場につきましては、昭和 55 年度、資料の右上図面をご覧いただきたいの

ですが、グレーで着色してある①と、黄色で着色してある部分②と③、合わせて約 3,620㎡について

都市計画決定を行いました。今回の変更点といたしましては、黄色で着色してある②について、県道

の拡幅計画に伴う廃止となっております。 

次に、④と書かれております赤で着色してある部分は、水路であった箇所ですが、現在は埋め立て

られております。この埋め立てた部分をポンプ場用地として有効活用するために今回追加しており

ます。 

②の黄色の廃止及び④の赤の追加等を考慮し、中央第２ポンプ場の施設のレイアウトを計画し必

要な敷地を算出した結果が、資料右下のとおりとなりましたことから、③の部分が不要となり今回廃

止としております。 

なお、③につきましては、隣接する中の島公園の用地として活用されることとなっております。 

以上の変更点により、①と④を合わせた面積、約 3,500㎡に変更となることをお諮りするものでご

ざいます。 

 

次に二点目の、中の島公園調整池の都市計画決定の廃止でございますが、別添資料を用いて説明さ

せていただきます。資料がＡ３版と図面が小さいものですから、前のほうにも大きな図面もご用意し

てございます。恐れ入りますが、説明についてはＡ３版の資料に基づいてご説明させていただきます。 

 

資料に緑色で着色している部分は、国道４５号線でございまして、資料の上方向は石巻方面、左下

方向が仙台方面となっております。 

中の島公園調整池は、平成 5 年度に中の島公園の一部、約 19,500㎡について都市計画決定を行っ

ております。当時は、公園の地下を活用しコンクリート製の調整池を築造するもので、港町地区や中

の島地区の雨水を貯留する計画でございました。その後、平成 23年 3 月に発生いたしました、東北

地方太平洋沖地震により、新富町地区、港町地区、中の島地区などで地盤沈下が発生し、内水排除、

雨水の排水に支障が生じましたことから、事業実施に向け、一部計画の見直しを行いました。その結

果、資料に赤で着色しております、中央第２貯留管、資料左側が貯留管内部の写真ですが、内径 3000

ミリ、全長が 1.3 ㎞、貯留量につきましては 9,500 ㎡で、小学校の 25ｍプールですと約３０杯分の

雨水を貯留する施設でございます。こちらの貯留管を延伸し中央第２ポンプ場と接続させた方がよ

り経済的な施工ができ、中の島公園の上部利用の制約が少なくなるなどの理由で、「中の島公園調整

池」の都市計画決定の廃止についてお諮りするものでございます。 

なお、中の島公園調整池を廃止いたしましても、その調整池機能については、先ほどご説明させて

いただいた中央第２貯留管で賄える計画となっております。 

最後になりますが、別添資料の 2 ページ目と 3 ページ目は、中央第２貯留管及び中央第 2 ポンプ

場の現在の進捗状況となっております。後程ご覧いただければと思います。説明は以上となります。 

よろしくお願いいたします。 



 

事務局 渡辺下水道建設係長 

ただいまの説明の中で一点だけ補足訂正させていただきます。中央第２貯留管に貯留できる量に

ついて、9,500 ㎡という表現をさせていただきましたが、9,500 ㎥でございます。大変申し訳ござい

ません。その点訂正させていただきます。以上です。 

 

【議案第３４号質疑応答】 

岩井会長 

ただいまの内容につきましてご意見やご質問がありましたらお願いいたします。 

 

山本委員 

 山本です。ご苦労さまです。私から何点かお尋ねします。まず、今最後にお話しされました中の島

公園の調整池を都市計画決定からはずすということですけれども、はずすことによって公園は都市

計画上、どのような位置づけになるのかということが一つ、それから上部利用について現在県有地で

ございますが、どのように考えておられるのかが一つお尋ねします。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 中の島公園の都市計画の扱いでございますが、もともと中の島公園というのは調整池として、雨水

貯留施設としての位置づけはございましたが、公園自体は都市計画決定をうけているものではござ

いませんので、都市計画上の雨水貯留施設としてはずれるだけで、あとは基本的には県の港湾の管理

になりますので、港湾の法の中で管理されるものとなります。よって、都市計画上の位置づけはない

ということになります。 

 また、上部利用につきましては、県の港湾施設の緑地という扱いになっておりまして、基本的に県

のほうでは、これについては災害復旧をするという位置づけとなっているようです。基本としては、

もとあったものをもとにもどすという計画を考えておりまして、前は野球場やテニスコート、遊具と

いったものがありましたが、そういった基本的な機能は現状復旧という考えがあるようです。なお、

その件につきましては住民の方々に向けた説明会等を開催し、ニーズを把握しながら進めていくと

いうお考えがあると聞いております。 

 

山本委員 

 ありがとうございました。それから５ページの調整池とポンプ場の関係、それぞれの機能、違いを

教えていただけますか。 

 

事務局 関下水道課長 

通常、ポンプ場だけですと、たとえば 100雨が降ったら 100ポンプで出さなければならず、100出

すためのポンプの費用はかなり高くなります。しかし、調整池を組み合わせることによって 100のう

ちの 50 であるとか 60であるとかポンプの規模を小さくすることができ、経済的に整理ができます。 

 

 

山本委員 

 そうするとポンプ場のほうが調整池より経済的なコストとすれば安価にできるということですか。 

 



事務局 関下水道課長 

 組み合わせることにより流れてきた水をすべてはき出すポンプ場をつくりだすよりは、調整池と

組み合わせたほうが安価に経済的にできます。 

 

山本委員 

 ただ今回、中の島については調整池の機能は廃止するのですよね。組み合わせるのではないのです

よね。 

 

事務局 関下水道課長 

 はい。私の説明が至らず申し訳ございません。今回、中の島公園調整池は廃止いたしますが、その

分の機能を中央第２貯留管に移しまして、中央第２貯留管の貯留機能とポンプ場の組み合わせで経

済的な整理ができたと思っております。 

 

山本委員 

 こちらもそうですし、まだ下にも調整池がありますけれども、すべて塩竈市の都市計画に基づいて

の整備だと理解しております。わかりました。 

 

土見委員 

 ご説明ありがとうございます。中央第２貯留管というのはポンプの排出量の急激な変化を緩衝す

るための緩衝剤というかスペースの役目を果たしているということをお伺いしましたけれども、こ

の中央第２貯留管に対して雨水が流入する経路というのは、この特殊マンホールと書いてある５箇

所からのみと考えてよろしいのでしょうか。 

 

事務局 関下水道課長 

 説明不足で大変申し訳ございませんでした。別添資料に書いてある緑のところが国道４５号線で、

赤で表示されているところが先程ご説明させていただいた中央第２貯留管になります。そして黒で

表示されているところが既に出来上がっている既設の幹線管渠になります。それを断面図でお示し

したものが青の四角で囲まれている部分になります。中央第２貯留管は下のほうの赤の丸で表示さ

れております。既設の幹線というのが青の丸で表示されておりまして、青の丸の管渠の中の水位があ

がってきますと赤い丸のほうに落ちてくるということで、その特殊マンホールは５箇所築造してお

ります。 

 

土見委員 

 ありがとうございます。そうすると、中央第２貯留管の位置づけとしては、中央第１の幹線のほう

がいっぱいになってしまった場合に第２のほうに流れていってという認識でよろしいでしょうか。 

 

事務局 関下水道課長 

 はい。基本的にはそういう流れになっております。 

 

土見委員 

 最後に気になった点を一つだけお伺いさせていただくのですけれども、第１幹線の容量を超える

雨水を第２貯留管のほうへというお話でしたが、この第１幹線から第２貯留管への最大流入量とい



うのは、もちろん第１幹線へ各マンホールから雨水が流入する量よりは多いということでよろしい

でしょうか。要するに、そうでないと１号幹線のほうが先に満杯になってしまったとき、そこから水

を流すはずの第２貯留管の方向に流れる水の量よりももっと入ってくる量が多かったら、結局はマ

ンホールがあふれてしまうのではないかというふうに考えるのですけれども、いかがでしょうか。 

 

事務局 関下水道課長 

 今回、中央１号幹線、ちょうど図面の真ん中あたりの中央ポンプ場へ流れていくのですが、中央ポ

ンプ場と右のほうにある今回赤で表示している中央第２ポンプ場、こちらを二つ合わせまして 10 年

確率の 55.2㎜に対応できるという計画になっております。 

最近のゲリラ豪雨 100 ㎜など降りますと、委員がおっしゃったとおりあふれるということもある

かもしれませんが、一応 55.2㎜に対応しているということです。 

 

千葉委員 

時間の量が 100㎜とおっしゃいましたが、貯水管のほうの確率降水、時間雨量はどの程度と考えて

らっしゃいますか。 

 

事務局 関下水道課長 

こちらの計画につきましては、10年確率で 52.2㎜の施設となっております。もし 100㎜など降っ

たらあふれてしまうということで 100㎜と言わせていただきました。 

 

千葉委員 

 そうですか。それから塩竈でこれまでの過去の履歴で 50 ㎜以上というのはありますか。経験上で

結構です。 

 

 

事務局 関下水道課長 

 昭和 60年くらいの 8.5のときですとか、あとは平成 2年には 1か月半の間に 3回強い雨が降った

りですとか、平成 6 年の 9.22、9 月ですかね、かなりの量が降ったと記憶しております。55.2mm 以

上の量が降ったというのは回数までは押さえておりませんが、数回あります。 

 

事務局 佐藤建設部長 

 時間雨量で 52.2mm を超えたケースですけれども、直近のデータですと平成２年に時間最大雨量と

して 60mm 近いというものが記録的にはあります。それ以外については大体 51.5mm とか下回るケー

スだったのですけれども、最近ですとかなり、今日もですがゲリラ豪雨的な部分もございますので、

そういった点では、時間雨量とすると 52.2mm にいかないまでも瞬間的には上回るケースも見られる

かと思います。 

 

千葉委員 

 そうですか。また、塩竈市内の岸壁あたりで沈下をしましたですよね。大体何センチくらい、何十

センチくらい沈下をしているのか。それから、最近リバウンドをしていますよね。そういったことも

踏まえて、管渠の高さだとかレベルを決めているのか。まあ雨水ですからそんなに多少変わってもあ

れですけども、そこの辺りは今回考慮されていますか。どのくらいリバウンドしているかは観測はさ



れていませんか。 

 

事務局 佐藤建設部長 

 実際地盤沈下するものは、塩竈市内、深いところで大体 50 とか 60 とかいうところもあるのです

が、一般的には 30 ㎝とかですね。ただリバウンドそのものはあるということが国等からも伺っては

いるのですけれども、そんなに極端に多くはなさそうだということが実態です。いずれにしてもそう

いったデータを国土地理院のほうで最終的なデータは定まっていないようですので、もしそれが提

示されればそれに基づいて変わるとは思います。今の計画そのものは基本的にはリバウンドを踏ま

えるということではなくて、あくまで既存のデータでもって計画されております。 

 

土井委員 

 議案内容につきましては理解できました。参考までに一点お伺いしたいのですが、５ページにポン

プ場とか調整池とかありますが、こういった塩竈の雨水対策というのは都市計画なのですか。それと

も別のものですか。 

 

事務局 関下水道課長 

 こちら５ページに表示されておりますのは都市計画決定が必要な施設でありまして、これに載っ

てない幹線でありますとか枝線、あとは宅内貯留施設であったり、ほかにも施設のほうは計画があり

ます。 

 

岩井会長 

 ありがとうございます。少しお尋ねいたしますけれども、特殊マンホールとなっているのはもうす

でに設置してある、第２貯留管ももうすでに埋設してあるということですか。 

 

事務局 関下水道課長 

 説明に使わせていただいた別添資料の３ページをご覧ください。中央第２貯留管の平面図と写真

等載せさせていただいておりますが、貯留管自体につきましてはシールド工事も終わりまして特殊

人孔も完成ということで、実際ほぼ完成しております。右上のほうに進捗状況を掲載させていただい

ておりますが、97.3％ということでほぼ完成しております。 

ただ地上のほうからはこちらのページの左下の部分に国道の写真があるのですが、Ｎｏ.２特殊人

孔ということで地上からは見えません。マンホールの蓋しか地上からは見えませんが、地下のほうで

は３メートルの貯水管はほぼ完成しております。 

 

岩井会長 

 特殊マンホールもすでに入っているのですね。 

 

事務局 関下水道課長 

 はい。 

 

伊勢委員 

 全体は理解しました。確認までなのですが、たとえば中の島公園の調整池の廃止を今回都市計画で

決定するという議案で、代替として 9,500㎥の貯留管をという話でしたが、雨水対策としてその 9,500



㎥というのはエリア的には大体どの辺の雨水をため込んで、最終的は中央第２ポンプ場あるいは中

央ポンプ場で排水するということでしたが、エリア的にはどのくらいの区域の範囲でしょうか。 

 

事務局 関下水道課長 

 今回お諮りいただいている施設につきましては、中央排水区ということで約 190 ヘクタールくら

いの排水区域になります。具体的には市立病院のあたり白萩町から南町、あとは災害公営住宅がある

錦町、新富町、花立町、港町、中の島あたりの雨水が集まってくる区域になります。 

 

伊勢委員 

 そうするとかなり広範囲で、これで十分過去の水害にあった地域をエリア的にはほぼ十分対応で

きるということでとらえてよろしいでしょうか。 

 

事務局 関下水道課長 

 これらの施設が完成するとかなり安全度が上がると考えております。 

 

伊勢委員 

 わかりました。あと一点だけ参考的にお聞きしたいのですが、５ページのところで雨水の、中央第

１ポンプ場から野田の調整池ということで都市計画決定をしてポンプ場をつくりましたというもの

が示されておりますが、総面積はどれくらいなのかということ、このポンプ場から調整池まで全体と

してどれくらいの面積なのかというところ分かれば教えていただきたいということと、また、この中

で未着手のところを教えてください。 

 

事務局 関下水道課長 

 こちらの表で未着手の部分ですが、杉の入ポンプ場、清水沢公園調整池、新町調整池、二又公園調

整池、野田調整池です。杉の入ポンプ場につきましては、今暫定のポンプ場はありますが、こちらに

載っている計画どおりのものは未着手となっております。また、二又公園調整池については暫定的に

スポーツ広場ということで調整池はありますが、こちらに載っている計画どおりのものは同じく未

着手となっております。 

 また、雨水計画の面積についてですが、1290.4ヘクタールとなっております。 

 

伊勢委員 

 そうしますとその５箇所の事業というのは今後、総合雨水計画ですか、そこに描かれた対象の調整

池で、時間がかかるかもしれませんが、事業としては計画上のっている、いずれは着手しなければな

らない事業だというふうに捉えてよろしいのですね。わかりました。 

 

土見委員 

 少しだけ質問させてください。第２貯留管のことなのですけれども、大雨が降る時というのは、今

日みたいなゲリラ豪雨のときもあるのですけれども、大体台風ですとか他の、風とか地震なりなんな

りいろいろ災害があわせて起きることがあると思います。その中で停電した場合、このポンプ場の機

能というのは何日くらい維持できるのかというのと、今回 9,500 ㎥の貯留管があってポンプ場の排

出量が毎秒 4㎥ということなのですけれども、そうすると大体 40 分で貯留管一杯分くらい押し出す

ことになると思うのですが、停電してポンプ場がなんらかの理由でだめになったときに、大体時間雨



量何ミリまで、この貯留管というのは、空だったと想定したならば、耐えられるのか、この二点につ

いて参考までにお願いします。 

 

事務局 関下水道課長 

 停電時につきましては、中央第２貯留管に貯まった水は下流側の中央第２ポンプ場で排出するこ

とになりますが、そちらには 24時間運転できるだけの油庫、油のタンクを備えておりまして、24時

間稼働は可能になります。あと雨に関しましては、1時間 52.2㎜それが 2時間、3時間続きますと、

降り方もあるので一概には言えませんが、貯留管のほうはいっぱいになってしまう可能性はござい

ます。 

 

土見委員 

 ということは、この 52.2mm という数値というのはポンプで常に排出している量を考えないで、貯

留管のキャパシティーだけで 52.2mまでこのエリアの雨水を収容できるということでしょうか。 

 

事務局 下水道課片岡専門主査 

 ポンプ場と貯留管の違いなのですが、まず説明あったとおり雨水が降った分をすべて掻くには、そ

の降った分に対してのポンプ場が本来あればいいのですが、もともと計画されていたポンプ場が、そ

のまま増大させてしまうと敷地面積だったりポンプを追加していかなければいけないということに

なりますので、そうではなくてそこに貯留施設をセットにさせるという話が先程ありました。その貯

留施設の役割というのは、雨を初期の段階から入れるわけではなくて、初期はポンプ場が、ポンプが

排出し続けられるトン量までは掻きます。しかし、一時的な雨がピークをむかえる時、足りなくなっ

た部分につきましては貯留施設に落ち始めまして、貯まり始めます。その間もポンプを回し続けるの

ですが、その一番ピークを想定しているのが今、10年確率 52.2㎜というところで想定しているので

すが、そのポンプで足らずじまいの部分を調整池で補うということになっております。 

 先程 24 時間稼働という話ありましたけれども、これはあくまで自家発電の施設を置いているとい

うことで、その発電設備燃料が補給される間は 24 時間対応しているということであります。そこか

らまた燃料を補給する体制等を考慮しますと、雨のピーク時、またそれを過ぎて 10 年確率には対応

できるという施設を計画しております。 

 

土見委員 

 基本ポンプが機能していることが前提で時間雨量というものが決まっていると思うのですが、そ

うではなくて、ポンプの 24 時間分の燃料を使ってしまいました、止まってしまいましたということ

を想定したときに、この貯留管というスペースだけで、時間雨量何ミリだとなんとも言い難いところ

があると思うのですが、時間雨量何ミリまでは耐えられるのかということをお尋ねしたいです。とい

うのも、ポンプがなかったらこの第１幹線も第２貯留管もすぐにいっぱいになってしまうのではな

いかというところを心配しているのですが。 

 

事務局 佐藤建設部長 

 さっきは分かりやすい例として 25 メートルのプールで 30 個分くらいの水を貯めることができる

という言い方をしたのですが、逆に言うと、小学校のプールですと 1メートルくらいの深さしかない

ので、30個くらいあったとしても、仮に 10センチくらいの水であれば 300個くらいのプール分くら

い貯める容量はできるかもしれないけれども、それから先は少し難しいということでご理解いただ



ければと思います。  

それから 52.2mm の話なのですけれども、これは別に国のほうで 10 年確率の雨については国のほ

うで支援しましょうという仕組みになっています。逆に言うと、それ以上の整備をしようとしても、

国では支援ができないということになりますので、自治体が計画する際にはそれが限度ということ

が条件になります。よって限度の条件のところ最大限整備していきたいということで計画をしてい

るということであります。 

  

 

田中委員 

 田中でございます。市民の視点からお話しさせていただきます。この資料をずっとご説明いただい

て大変わかりやすく、理解ができました。先日いただいてから、こういうことなのだなと勉強はして

きたのですが、今日のご説明大変わかりやすく有難いと思いました。 

 私は松陽台に住んで 40年くらいになりますけれども、その当時、藤倉あたりはすごい 1 メートル

くらいの水がかぶって、子供をお願いするおうちに行くのに腰まで水につかりながら頼みにいった

り、歩くのもすごく大変だったという記憶がございます 

 あと聞いたところによると、その前にあった今の児童館あたりの二中の校舎はいつも水があがっ

て、雨のたびに大変だったから上にあげたのだよという話もあります。ただこの頃は全然市民生活に

影響を及ぼすことがなく、大変よい暮らしができているなというふうに思います。 

このように市の方々が計画的に県などと連絡をとりながら、いろいろ工事を進めてくれているの

だなという思いが改めていたしました。 

あともう一つは、私、小学校に勤めておりました折に、校庭がすべて雨水対策で全部水を貯めるよ

うなシステムに代えました、どの小学校の校庭もです。あと本町分室もちょうど震災のときにその工

事の真っただ中で、そのことを目の当たりにしながら、塩竈はたいへん対策としてすごくうまくやっ

てくださっているなという思いがこれまでありましたので、このような資料を拝見する中で、すてご

く成功している都市の一つではないかなという風に感激をしているところです。 

 まだ未着手というポンプ場のご説明もありましたので、その辺も着手しながら、市民生活向上のた

めにいろいろ進めてほしいなと感謝の気持ちとお願いの以上でございます。 

 

事務局 佐藤建設部長 

 下水のほうですね、復興交付金なども活用して、議案のとおり進めることができました。田中委員

が先程おっしゃられたように、40年近く前はかなり下水のほうは大雨等の被害をうけておりました。

今、52.2㎜の 10年確率を想定して整備を進めておりますけれども、今回復興交付金による事業が終

わりますと、今年来年くらいには進むのですけれども、その段階で 44.5 ㎜までは市内全域でカバー

できるような形になります。なお、52.2 ㎜への対応が実現できるように今後も整備を進めていきた

いと思います。 

 

庄子委員 

 庄子と申します。私からは中の島の歴史について皆さんに聞いてもらいたいと思います。1611年、

伊達政宗公の時代です。慶応の大地震、津波がありました。そのとき甚大な被害を被ったのが牛生で

す。政宗公は牛生の土地にどうやって水害対策をしようかということを考えました。そこで堀を掘り

ます。それが現在の貞山堀です。それだけではなく、水がずっとそこを流れて蒲生まで行くのに 1659

年から 1672年、蒲生まで 13年かかりました。水害は少なくなりましたけれども、そこで政宗公の考



えはどうしてなのか私も分かりませんけれども、中の島と牛生の中間に水門を作ったのです。それで

水の出し入れを地元民に任せました。その子孫の方はまだ同じ場所に住んでおります。その方にもい

ろいろお話を伺ったのですけれども、そのことがあったため水害がひどくなかったということでし

た。 

 それからもう一つ、中の島はものすごく小高い丘で、その小高い丘を越える水害はなかったと言わ

れております。中の島が小高い丘、現在はそうではありませんよね。これが変わっていくのが国道４

５号線、昭和 6年、それからどんどん中の島の土地が変わっていくようになります。 

 ただ今は第２中央ポンプ場、これがこの場所にありますけれども、もし政宗公だったらどこに作る

のかなとちょっと思いました。以上です。 

 

岩井会長 

ありがとうございます。素敵なお話でした。他にご意見はありませんでしょうか。なければ、議案

第３４号についてお諮りいたしたいと思います。議案第３４号について承認ということでよろしい

でしょうか。 

 

（異議なしとの声） 

 

異議なしということで、議案第３４号は原案のとおり承認いたします。 

本日の審議は以上となります。事務局から事務連絡がありますので、お願いいたします。 

 

【閉会】 

司会 事務局 斎藤都市計画課総務係長 

 それでは、議案につきましては、今後事務手続きを進めてまいります。また、次回の審議会につい

てですが、今のところ未定でございます。日時等が決まり次第、皆様にご連絡させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。以上をもちまして、第１８回都市計画審議会を閉会とさせていただ

きます。ありがとうございました。 

 

【閉会】１５：１５ 

 

 

審議会運営規則第 7条に規定する議事録として、適正であることを認め、署名押印する 

 

議事録署名委員 

 

                                                                 印 

 

 

 

                                                                 印 


