平成15年度予算に係る要望
整理
番号

区分

No.

青葉区
2

要望事項
カーブミラーの設置

1

要望内容

回答

堤通雨宮町2‑17角は十字路だが見通しが悪く出会い頭の事 今年度中に設置する予定である。
故が発生する危険が大きいので、ぜひカーブミラーを設置
していただきたい。

担当局
建設局

青葉区

北六番丁公園・茶室六幽庵の 折角大金を投じて整備した茶室公園が十分に利用されてい 茶室の利用については、アンケート調査を実施するととも
ないのはもったいない。原因を徹底分析して速やかに対策 に、ホームページに掲載してPRしていく。
建設局
2 利用の活性化
を講じられたい。

青葉区

堀切川上流の河川改修の促進 堀切川の既改修整備の上流流域は雨水被害の常習地帯であ 上流地区の改修については，測量調査は完了しているが，
る。一日も早い河川改修整備を強く望む。
今後は用地買収等を行ない改修工事を推進してまいりた
3
下水道局
い。

2

2
宮城野区

与兵衛沼公園、大堤沼公園の 与兵衛沼公園は現在整備中ですが、南側はこれからと言う 与兵衛沼公園については、北側の整備を完了し、平成14年 建設局
整備促進
状況。事業を促進してほしい。又、大堤沼公園については 度から南側の整備に着手している。大堤公園については、
1
大幅な計画変更になったまま事業は進んでいない。事業の 平成14年度下期から整備に着手する。
促進を図ってほしい。

宮城野区

コミュニティーセンターの建 鶴ヶ谷市民センターが学区内にあると言うことで調整して ①西山小学校区には，鶴ヶ谷市民センターが設置されてい 市民局
設
いると思うが早急にお願いしたい。幸町南学区については るところであり，新たな施設の設置については地域の実情
をふまえるとともに，全市的なバランスに配慮しながら，
用地の確保を進め早期建設を望む。①西山小学校区にコ
2
ミュニティセンターを建設してほしい。②幸町南学区にコ 今後，検討してまいりたい。
ミュニティセンターを建設してほしい。両施設とも防災セ ②幸町南小学校区はコミュニティ・センターの未整備地区
であるため，その解消に重点を置いて取組んでいる。
ンター・児童館などを併設でお願いしたい。

宮城野区

コミュニティーセンターの建 鶴ヶ谷市民センターが学区内にあると言うことで調整して 児童館については，地域の実情を踏まえるとともに，全市 健康福祉局
設
いると思うが早急にお願いしたい。幸町南学区については 的なバランスに配慮しながら，今後，検討してまいりた
用地の確保を進め早期建設を望む。①西山小学校区にコ
い。
2
ミュニティセンターを建設してほしい。②幸町南学区にコ
ミュニティセンターを建設してほしい。両施設とも防災セ
ンター・児童館などを併設でお願いしたい。

宮城野区

コミュニティーセンターの建 鶴ヶ谷市民センターが学区内にあると言うことで調整して コミュニティ防災センターは，市民局が計画整備している 消防局
設
いると思うが早急にお願いしたい。幸町南学区については 市民センターやコミュニティセンターの新設，増改築の際
用地の確保を進め早期建設を望む。①西山小学校区にコ
に，防災資機材倉庫を併設・整備することを基本としてい
2
ミュニティセンターを建設してほしい。②幸町南学区にコ る。今後とも関係部局と協議を進めながら，防災資機材倉
ミュニティセンターを建設してほしい。両施設とも防災セ 庫を整備していきたい。
ンター・児童館などを併設でお願いしたい。

宮城野区

鶴ヶ谷市営住宅の建替を急げ 鶴ヶ谷二丁目地区の市営住宅建替事業の促進を図られた
い。鶴ヶ谷団地全体の市営住宅の申し込みを、建替準備の
3
ため停止している。このため不況が続く中、市営住宅希望
者が増加している。事業の促進を図ってほしい。

3

3

3

3

3

公明党
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鶴ヶ谷第一団地（二丁目）は団地規模が大きく、周辺に及 都市整備局
ぼす影響なども勘案して、民活も視野に入れ、周辺まちづ
くりに寄与できる基本計画策定を進めている。今後、地元
と協議しながら事業推進を図りたい。

平成15年度予算に係る要望
整理
番号

区分

No.

要望事項

要望内容

回答

担当局

当該地については，10月31日付でイオン株式会社より大規 経済局
模小売店舗立地法に基づく届出が出ており，現在同法に基
づき公告縦覧されており，今後は届出の日から4ヶ月間の間
に市民等からの意見を受け付け，学識経験者等の意見も伺
いながら，本市としての意見を出すかどうかを含めた検討
を行う予定である。今後とも，法の趣旨に鑑み，地域の生
活環境保持のため，適正な配慮がなされるよう，出店者に
求めてまいりたい。

宮城野区

幸町への大型店進出許可は慎 幸町東洋製罐跡地あるいはＪＴ仙台工場閉鎖後の土地に
重に
ジャスコ進出の噂がある。巨大量販店の進出は周辺交通事
情を悪化させる恐れがある。この問題に対する審査を充分
に行い、交通渋滞や排気ガス問題など環境を悪化させない
よう慎重に対処されたい。
4

宮城野区

都市計画道路、川内南小泉線 三高線の切り下げ工事は、大堤町内会住民の日常生活に小 川内南小泉線に関連する市道第三高等学校線については、 建設局
安養寺工区、三高線の工事に 学校への通学、通勤、バス路線など多大な影響を与える。 本年11月、地元住民に対する工事説明会を開催し、工事内
したがって工事工程がまとまり次第住民に対する説明会を 容や工程等について説明したが、今後も必要に応じ適宜開
ついて
催うす事。又、工事による日常生活に対する悪影響を極力 催していく。
工事を進めるにあたっては、車の通行止期間中の迂回路や
減じるよう配慮すること。
5
人・自転車専用の迂回路を設けたり、効率的な工程により
工事を円滑・迅速に進めるなど、住民の方々の日常生活へ
の影響を最小限にとどめるよう考えている。

3

3

宮城野区
3

南蒲生地区のスラジセンター かねてから地元住民から要望のあった南蒲生地区の「フ
建設に関する「フロ」の設置 ロ」について、健康増進用の施設にしてほしい。

南蒲生浄化センターにおける熱利用施設については，平成 下水道局
17年度供用開始にむけ地元と協議を行い準備を進めてまい
りたい。

水害対策

現在，下水道局内において，被害の状況を踏まえ雨水対策 下水道局
を検討しており，可能なものから実施してまいりたい。

6
宮城野区

3

白鳥、中野栄、新田地区の水害対策の推進

7
若林区

4

若林東部地域の自然を活かし ①海岸公園整備事業の早期完成 ②深沼海水浴場のアクセ
た環境整備の促進
ス道路、駐車場の整備 ③市駐車場へのトイレ、シャワー
の設置、周辺へ防犯灯の設置 ④貞山運河、海岸公園、馬
術場、アドベンチャーランド、農業園芸センター、大沼、
この自然を生かした「総合海浜公園」の整備促進
1

若林区
4

公明党

幹線道路の拡幅
2

①井戸地区については、現在整備中である。荒浜地区につ 建設局
いては、引き続き用地取得を進めていく。
②深沼海水浴場へのアクセス道路整備については、これま
でに市道「荒浜貞山堀線」・「荒浜北官林線」を新設し、
海水浴シーズンに一方通行の措置をとる等その改善に努め
てきた。また、駐車場の整備については、海岸公園荒浜地
区の整備の中で検討する。
③荒浜地区の整備の中で検討する。
④貞山運河との関わりについては、県と調整を図りながら
検討していきたい。また、海岸公園、農業園芸センターな
どについては、連携が取れるように調整する。

若林区内は、車がすれ違うのが危険な状態の狭あい幹線道 既存幹線道路の通行機能の改善については、都市計画道路 建設局
路が多いので、安全性確保の面から早期の道路拡幅を要望 事業を中心に、県道・市道事業により整備を進めていく。
する。
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平成15年度予算に係る要望
整理
番号

区分

No.

若林区

4

要望事項
東西線沿線の街づくり

要望内容

回答

卸商団地の規制緩和・荒井東区画整理事業の推進

3

担当局

卸商団地のまちづくり委員会と連携し、地区の将来イメー 都市整備局
ジや整備計画案について検討しながら,具体的な規制緩和の
あり方や,地区の特性に合せた新たなルールのあり方につい
て探っていきたい｡
荒井東区画整理事業の推進については，東西線計画に合わ
せ組合施行による区画整理事業について，地元権利者と意
見交換会等を行っており，今後も引き続き事業化に向けて
取り組んでまいりたい。

太白区

鹿野地域にコミュニティーセ 小学校区にはコミュニティーセンターは１ケ所あるが、高 コミュニティ・センターの整備については未整備地区の解 市民局
ンター又は防災センターの設 齢者の方など上の方へは行きにくいので、ぜひ平地に建て 消を重点に取り組んでいる。
1 置を
てほしい。

太白区

鹿野地域にコミュニティーセ 小学校区にはコミュニティーセンターは１ケ所あるが、高 コミュニティ防災センターは，市民局が計画整備している 消防局
ンター又は防災センターの設 齢者の方など上の方へは行きにくいので、ぜひ平地に建て 市民センターやコミュニティセンターの新設，増改築の際
に，防災資機材倉庫を併設・整備することを基本としてい
てほしい。
置を
1
る。今後とも関係部局と協議を進めながら，防災資機材倉
庫を整備していきたい。

太白区

道路の中央が高くなり車いす・自転車など歩行者も段差が 平成16年度以降、年次計画により改修を検討したい。
長町1丁目と2丁目の間の市
2 道、木流し堀川から入り長町 あり危険である。
病院への通り

5

5

5
太白区
5

長町越路町名の変更
3

建設局

八木山本町の一部のみが長町越路となっている。郵便物の 八木山本町と接している「長町字越路」地区の町名変更に 市民局
間違いや救急車の遅れなど心配であるので変更してほし
ついては，地域の意向を確認しながら検討してまいりた
い。
い。

太白区

青山バス通り 青山一丁目〜 通学路でもあり、車の往来も多く大変危険である。一日も 現在施工中であり、今年度で整備完了の予定である。
4 三丁目の側溝にふたかけを
早く側溝のふたの設置を。

太白区

長町東土地区画整理事業の促 Ⅰ.長町副都心の中核としての長町駅東土地区画整理事業の Ⅰ.本年４月に策定した「あすと長町まちづくり基本方針」 都市整備局
進及び郡山遺跡公園の具体化 土地利用に関する①郡山地区消防出張所の建設②（仮称） の中で，都市型居住を重視する機能融合を目標として掲げ 建設局
郡山郵便局の建設③総合病院（第二市立病院）の建設④八 ており，暮らしを支える機能や防災機能の集積は重要な取
本松公園の「桜の名所」化等の住民要望の、その後の検討 組みであると考えている。消防出張所・郵便局・総合病院
の経過について明示してほしい。Ⅱ.郡山遺跡公園の範囲の については，関係機関や庁内関係部局との協議の中で，そ
5
特定にあたり、関係住民との協議の経過及び年次計画（完 の立地に対する様々な制約や課題が示されているが，まち
成までの）について、明示してほしい。
づくりの目標実現に向けて，今後とも立地可能性を高める
努力をしていく。八本松公園については，桜の名所化の思
いを整備計画に反映できるよう努めていく。

5

5

公明党
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建設局

平成15年度予算に係る要望
整理
番号

区分

要望事項

要望内容

回答

担当局

太白区

長町東土地区画整理事業の促 Ⅰ.長町副都心の中核としての長町駅東土地区画整理事業の Ⅰ．①平成14年4月，郡山地区を管轄する太白消防署長町出 消防局
進及び郡山遺跡公園の具体化 土地利用に関する①郡山地区消防出張所の建設②（仮称） 張所を大野田字袋前14番地の1に移転建設（供用開始）して
郡山郵便局の建設③総合病院（第二市立病院）の建設④八 いることから，当該地区への消防出張所の建設は困難であ
本松公園の「桜の名所」化等の住民要望の、その後の検討 る。
5
の経過について明示してほしい。Ⅱ.郡山遺跡公園の範囲の
特定にあたり、関係住民との協議の経過及び年次計画（完
成までの）について、明示してほしい。

太白区

長町東土地区画整理事業の促 Ⅰ.長町副都心の中核としての長町駅東土地区画整理事業の Ⅰ．③総合病院の建設については，現状では，県の地域保 健康福祉局
進及び郡山遺跡公園の具体化 土地利用に関する①郡山地区消防出張所の建設②（仮称） 健医療計画の中で，医療圏全体として総量的な病床数の制
郡山郵便局の建設③総合病院（第二市立病院）の建設④八 限があることから，困難な課題と考えている。
本松公園の「桜の名所」化等の住民要望の、その後の検討
5
の経過について明示してほしい。Ⅱ.郡山遺跡公園の範囲の
特定にあたり、関係住民との協議の経過及び年次計画（完
成までの）について、明示してほしい。

太白区

長町東土地区画整理事業の促 Ⅰ.長町副都心の中核としての長町駅東土地区画整理事業の Ⅱ．「郡山歴史公園」整備については，実態をふまえ，今 教育局
進及び郡山遺跡公園の具体化 土地利用に関する①郡山地区消防出張所の建設②（仮称） 後検討していきたい。
郡山郵便局の建設③総合病院（第二市立病院）の建設④八
本松公園の「桜の名所」化等の住民要望の、その後の検討
5
の経過について明示してほしい。Ⅱ.郡山遺跡公園の範囲の
特定にあたり、関係住民との協議の経過及び年次計画（完
成までの）について、明示してほしい。

太白区

東郡山老人福祉センターへの ①平成11年8月にオープンした東郡山老人福祉センター等へ ①当該区間は、平成23年度以降の着手予定となっており， 建設局
アクセス道路及び交通手段に のアクセス通路としての篭の瀬から郡山インターに至る都 次期整備計画策定時において，事業化の検討をしていく。
ついて
市計画道路の建設要望について、当局では早期着手は難し ③平成15年度に改善に努める。
いと判断されているが、年々増加する利用者の高齢化も配
慮し、ぜひ、早期着手をお願いしたい。
又、交通手段としてのコミュニティーバスの導入は難しい
6
としているが、何らかの方策はないか。
②駐車場の整備をお願いしたい。
③福祉センター周辺の照明が暗い。街灯の設置をお願いし
たい。

5

5

5

5

No.

公明党
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平成15年度予算に係る要望
整理
番号

区分

要望事項

要望内容

回答

担当局

太白区

東郡山老人福祉センターへの ①平成11年8月にオープンした東郡山老人福祉センター等へ ①施設への交通手段としては、公共交通機関を基本と考え 健康福祉局
アクセス道路及び交通手段に のアクセス通路としての篭の瀬から郡山インターに至る都 ている。
市計画道路の建設要望について、当局では早期着手は難し ②駐車場については，早急に用地を取得し，整備を進めて
ついて
いと判断されているが、年々増加する利用者の高齢化も配 いきたい。
慮し、ぜひ、早期着手をお願いしたい。
又、交通手段としてのコミュニティーバスの導入は難しい
6
としているが、何らかの方策はないか。
②駐車場の整備をお願いしたい。
③福祉センター周辺の照明が暗い。街灯の設置をお願いし
たい。

太白区

名取川、広瀬川の合流地点の
堤防結節部分にポンプ場（排
水）の建設及び親水公園の建
7 設促進、及び谷地堀の改修計
画の促進

①親水公園については、県の整地事業の完成後、仙台市と ①親水公園については、地元の意向も取り入れながら整備を進 建設局
の協議ということになっているが、既に県の整地事業が完 めていく。
成している今日、本市の取り組み状況。②谷地堀について
は、地元との協議を終え、平成13年度から建設に着手する
ということであるが、完成までの年次計画を具体的に示し
てほしい。

太白区

名取川、広瀬川の合流地点の
堤防結節部分にポンプ場（排
水）の建設及び親水公園の建
7 設促進、及び谷地堀の改修計
画の促進

①親水公園については、県の整地事業の完成後、仙台市と
の協議ということになっているが、既に県の整地事業が完
成している今日、本市の取り組み状況。②谷地堀について
は、地元との協議を終え、平成13年度から建設に着手する
ということであるが、完成までの年次計画を具体的に示し
てほしい。

太白区

仙台バイパス東部の東中田地 平成13年７月５日「東中田地区に小型循環バスの導入を求 当該地区のバスの利用状況からは、採算性が厳しいと考え 交通局
域に小型循環バス導入推進
める要望」をしたのであるが、その後の検討の経過も含
られ、新たな路線の設定は、交通局単独では実施困難であ
め、今後の取り組みをお伺いしたい。
る。都市計画道路の開通や南仙台駅前広場の整備に併せ、
8
既存の四郎丸線を含めて,当地区のバス路線のあり方につい
て引き続き検討してまいりたい。

太白区

浜堀川添いの東四郎丸・四郎 同地域の雨水排水計画の策定と工事の促進について、その 当地区の雨水は、雨水ポンプ場を設置して名取川に排出す 下水道局
丸・新田・落合各町内会の排 後の検討の経過を明示してほしい。
る計画である。河川管理者である国土交通省との協議によ
水処理施設の整備促進
り，名取川へ直接排出することの了承を得たが，さらにポ
ンプ場の位置及び名取川への放流口の位置等について引き
9
続き協議中である。
協議終了後，都市計画決定等の計画変更手続きを進めてま
いりたい。

5

5

5

5

5

No.

公明党

5／7

②谷地堀の改修事業については，平成11年度から平成20年度 下水道局
を予定。
平成13年度から用地買収を行っており，平成16年度以降順次下
流側から改修を行ってまいりたい。

平成15年度予算に係る要望
整理
番号

区分
太白区

5

No.

要望内容

回答

西中田市営住宅裏側の名取市
との境界に位置する十二郷幹
線用水路の改修工事への取り
組み

平成6年9月22日の集中豪雨時、垂水ダムの放流により、同
河川が氾濫して西中田住民が大変な被害を受けた。名取市
分については整備されているが、本市部分の西中田市営住
宅部分について、水路の拡幅も含め、整備をしてほしい。

11

担当局

名取市との市境に位置する幹線用排水路であり約１kmの区 経済局
間を対象に名取，仙台両市の改修事業としての取り組みが
必要となる。しかし，下流では名取市の市街地を横断して
いる未改修の支線排水路となっていることから，幹線用排
水路の改修に先行して支線排水路の整備が必要であるとの
認識をしている。今後は，名取市の支線整備と対応しなが
ら当該改修事業の実施について引き続き関係機関と協議を
進めてまいりたい。

太白区

郡山二丁目地内にある用水堀 郡山遺跡とのからみで昭和50年当時、工事ストップをかけ 用水堀の整備については，平成14年度において境界確定作 下水道局
及雨水堀の整備について
られたところであるが、素堀のため、その後の破損状況が 業を行っているところであり，境界確定した後，平成15年
12
ひどく、昨年も整備促進をお願いしたのであるが、未だに 度から工事に着手する予定である。
実現をみていない。どうなっているのか、お伺いしたい。

太白区

高齢者の方々の拠点的性格を
もって、東四郎丸コミュニ
13 ティーセンターの建設促進に
ついて

太白区

太白区中田町前沖地内にある 宮城社会保険病院では、市道938号線に停留所があるが、日 現在，市道中田北釜街道線（市道938号線）より病院へ結節 交通局
宮城社会保険病院に市バスを 赤などにみられる様に市道から病院玄関前経由の路線を開 する路線が狭隘であり，安全面等で問題があるため，現状
乗り入れてほしい
設してほしい。
で要望に応じることは難しいところであるが，病院周辺道
14
路の整備状況等をみながら，運行の可能性について検討し
ていきたい。

5

5

5

泉区

6

6

要望事項

袋原方面から名取川を横断す 同方面からの渋滞解消のため、名取川対岸の郡山・沖野方 新たな橋梁を計画するためには広域的な位置付けが必要と 都市整備局
る適地に橋梁の建設促進
面に至る橋を建設。
なり，この観点から仙台東部道路や三陸自動車道の整備が
進められたものである。東部道路の仙台東ＩＣ〜仙台港北
ＩＣは昨年開通し一定の効果を示しており，今後も同路線
10
の状況を見ながら将来の道路網について長期的視点から検
討していきたい。

太白区

5

公明党

2

市民局

信号機の設置

①南中山２丁目バス停近交差点
②松森字明神１―１、 区交通問題対策委員会で審議した結果
市民局
８―６ Ｔ字路
③住吉台西２丁目バス停交差点
④ ①③優先度の関係で早急な設置は困難な状況
黒松小学校前に予告信号の設置
②周辺の変化に対応するため、今年度新たに歩道及び横断
歩道を設置済み。
④予告標識が既設されており、予告信号機設置により逆に
判断困難を招く可能性有
と判断している。
今後、状況の推移に応じて再度検討し、必要な場合は宮城
県警に要望してまいりたい。

交通標識の新設

事故多発につき、松森字明神

1

泉区

四郎丸交友会町内会地内にある、四郎丸市営住宅跡地に、 地元の要望を踏まえ、15年度に設計に入る予定である。
東四郎丸コミュニティーセンター（仮称）の建設陳情を平
成１３年実施しているが、今後の取り組みの状況はどう
なっているのかお伺いしたい。

1‑1〜25‑4間の横断歩道

6／7

今年度、歩道及び横断歩道を新たに設置済みである。

市民局

平成15年度予算に係る要望
整理
番号

区分

No.

泉区
6

要望事項
河川改修

要望内容

回答

①花輪川の改修（早期全面）
②山田川の改修（一部早期改修を要する場所あり）

3

担当局

①花輪川の改修については，平成17年度完成を目指してお 下水道局
り，平成15年度は集会場の移転，護岸工事を予定してい
る。
②山田川については，局部的補修を行っているが，今後の
整備計画策定のため調査・測量等を実施予定である。

泉区

コミュニティーセンターの建 黒松小学校区にはコミュニティーセンターがなく、近隣の 黒松地区については，黒松市民センターを設置しているの 市民局
4 設（老人施設改修と合築も併 市民センターは会場の余地がないため、早期に建設された で活用していただきたい。
い。
せ検討）を早期に

泉区

コミュニティーセンターの建 黒松小学校区にはコミュニティーセンターがなく、近隣の 老朽化している老人憩の家の改築計画については、地域実 健康福祉局
4 設（老人施設改修と合築も併 市民センターは会場の余地がないため、早期に建設された 情や全市的な施設状況を勘案しながら検討していきたい。
い。
せ検討）を早期に

6

6
泉区
6

ゲートボール場の設置

旭丘堤地区泉寿会のゲートボール場の確保を。（都計道路 ゲートボール場は、15年春から供用可能となる。
脚下）

公設市場の整備

公設市場の整備

集会所の建設

加茂４丁目町内会に集会所がないため、早急に建設に向け 当町内会には，未利用の市有地の活用をお願いしたところ 市民局
た努力をし実現されたい。
であるが，引き続き関係局と協議してまいりたい。

派出所の設置

住吉台、松陵、館に派出所の設置を。

5
泉区

6
泉区

7
泉区

建設局

公設小売市場については，新行財政改革推進計画に基づき平 経済局
成15年度を目標に民営化を目指しており，現在，出店者との協
議を進めている。民営化に際しては，円滑に移行できるよう出店
者組合等と充分話し合いを行いながら進めてまいりたい。

6

6
6

公明党

8

7／7

交番・派出所の設置について宮城県警に要望しており、今 市民局
後とも継続して要望してまいりたい。

