
「仙台市みどりの基本計画」　百年の杜づくりプロジェクト　令和2年度事業実績

1　みどりによる津波防災プロジェクト
　①東部地域のみどりの再生

【評価】　S：予定を上回り進んだ  A ：概ね予定通り  B：予定通り進まなかった  ◎：完了

番号 事業名

A1，
D8，E4

海岸公園再整備事業

七北田川から名取川までの東部沿岸地区の広域公園である
海岸公園について，震災被害を受けたことから，防災の視点
や自然環境に配慮しながら施設の再整備を行い，市民の健
康づくりや多様な交流を創出します。

災害復旧工事による施設復旧
（H29年度完了予定），避難の丘
等の整備（避難の丘はH28年度
完了予定）

・関係期間との協議、調整
・蒲生地区、荒浜地区の災害復旧工事完
了
井土地区の災害復旧工事継続
・避難の丘整備工事完了

蒲生地区、荒浜地区、井土地区の災害復
旧工事完了

災害復旧工事完了、全面利用再開
平成29年度に災害復旧工事完了、全面利
用再開

平成29年度に災害復旧工事完了、全面利
用再開

◎ 公園課

A2
海岸公園における避難
の丘などの整備

※「002海岸公園の再整備」により把握

A3 海岸防災林復旧事業

飛砂防備，潮害防備などの機能を持った海岸林について，
林帯幅の確保や地盤の盛土，多様な樹種の活用などによ
り，津波に流されず，津波エネルギーの減衰効果等を持つ防
災林として再生します。

- - - - - - - 森林管理署

A4
ふるさとの杜再生プロ
ジェクト（旧：復興記念市
民植樹）

東部地域の公園などにおいて，市民や関係団体などとの協
働による植樹活動や，復興を記念する市民植樹を行います。

1箇所／年
復興記念市民植樹の実施

1箇所
（海岸公園　荒浜地区）

2箇所（海岸公園蒲生地区、海岸防災林荒
浜字南官林地区）

2箇所
（海岸防災林　荒浜字南官林地区，海岸公
園　井土地区）

2箇所
（海岸防災林　荒浜字南官林地区，海岸防
災林　岡田字砂原地区）

1箇所
（海岸防災林　岡田字砂原地区）
【下半期累計】
８箇所/５年

Ｓ
百年の杜推
進課

A5
屋敷林（居久根）の再生・
創出

震災による津波被害を受けた海岸部の屋敷林（居久根）の
再生や創出に対する支援を行います。また，防災集団移転
事業などにおける新たな集落に，屋敷林（居久根）を意識し
た緑地の整備を促進します。

屋敷林（居久根）に関する情報提
供などの支援の実施

現地活動等参加(2回)
各種活動補助
被害地域の再調査

現地活動等参加(2回)
各種活動補助
被害地域の再調査

現地活動等参加(1回)
各種活動補助
被害地域の再調査

各種活動補助
被害地域の再調査

再生支援活動　9回
緑地整備　５箇所

A
百年の杜推
進課

A6 貞山運河の復元
「貞山運河再生・復興ビジョン」に基づき、復興のシンボルと
して誇れる運河として再構築を図ります。

- - - - - - 宮城県

A7
蒲生干潟等の再生の取
組

東日本大震災により被災した干潟については，自然の復元
力を活かした再生を図ります。

- - - - - - 宮城県

A8 東部地域の農地の再生
津波浸水被害を受けた農地等の早期復旧と併せ、より生産
性の高い農地へ再生します。

- - - - - - 国

（A9），
C9，
F9，

道路緑化事業
（A9かさ上げ道路や避難
道路における緑化）

※「C9道路緑化事業」により把握

A10，
G14

拠点施設活用事業（農業
園芸センター運営支援）

農業園芸センター「農と触れ合う交流拠点」を担当する事業
者の運営を支援する。

-
センターの運営事業者の事業運営に対す
る支援を行った。

センターの運営事業者の事業運営に対す
る支援を行った。

センターの運営事業者の事業運営に対す
る支援を行った。

センターの運営事業者の事業運営に対す
る支援を行った。

センターの運営事業者の事業運営に対す
る支援を行った。

A 農政企画課

　②被災者や被災地域を支援するみどりの活動

番号 事業名

A11
仮設住宅などにおけるみ
どりの活動支援

仮設住宅などへプランターや花壇などを設置し，緑化活動を
行う市民団体の活動を支援します。

支援の継続実施 9件 2件 4件 3件 3件 A
百年の杜推
進課

A12
ふるさとの杜再生プロ
ジェクト（旧：復興記念市
民植樹）（再掲)

（再掲）
※「A4復興記念市民植樹」により把握

百年の杜推
進課

A13
みどりの復興をテーマと
したイベントの開催

みどりのイベントに復興に関する内容を盛り込み，被災者や
被災地域を支援するとともに，復興への関心を深め，震災の
記憶を継承します。

みどりの復興に関するイベントの
開催

1件
（新緑祭における復興支援パネル展示）

2件
（新緑祭、「仙台ふるさとの杜再生プロジェ
クト連絡会議」会員が開催するイベントに
おける復興支援パネル展示）

2件
（新緑祭、「仙台ふるさとの杜再生プロジェ
クト連絡会議」が開催するイベントにおける
復興支援パネル展示）

2件
（新緑祭、「仙台ふるさとの杜再生プロジェ
クト連絡会議」が開催するイベントにおける
復興支援パネル展示）

なし
（新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、イベントを中止、縮小したため）

B
百年の杜推
進課

A14
みどりの復興に関する広
報の充実

様々な広報媒体を活用して，みどりの復興支援受入れや復
興に関する取組みについて，内外に発信します。

広報の継続実施
・「百杜通信」の発行(4回）
・仙台市HPへの掲載
・「ふるさとの杜だより」の発行（4回）

・「百杜通信」の発行(4回）
・仙台市HPへの掲載
・「ふるさとの杜だより」の発行（4回）
・Facebookでの発信
・「あしたのみどりキャンペーン」おける広
告掲載

・「百杜通信」の発行(4回）
・仙台市HPへの掲載
・メール配信サービス
・「ふるさとの杜だより」の発行（4回）
・Facebookでの発信
・「あしたのみどりキャンペーン」おける広
告掲載

・「百杜通信」の発行(4回）
・仙台市HPへの掲載
・メール配信サービス
・「ふるさとの杜だより」の発行（2回）
・Facebookでの発信
・「あしたのみどりキャンペーン」おける広
告掲載

・「百杜通信」の発行(4回）
・仙台市HPへの掲載
・メール配信サービス
・「ふるさとの杜だより」の発行（2回）
・Facebookでの発信
・「あしたのみどりキャンペーン」おける広
告掲載

A
百年の杜推
進課

下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで）

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度及び下半期累計の実績

令和２年度及び下半期累計の実績

評価（R2まで）

評価（R2まで） 担当課
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2　みどりの骨格充実プロジェクト
　①市街化区域及びその周辺部における樹林地の保全

【評価】　S：予定を上回り進んだ  A ：概ね予定通り  B：予定通り進まなかった  ◎：完了

番号 事業名

B1 樹林地カルテの作成
法律や条例などに基づく保全制度の区域指定がされていな
い，担保性のない緑地についてカルテを作成し保全方策検
討の基礎資料とします。

樹林地カルテの作成 対象樹林地の抽出 樹林地カルテの作成 樹林地カルテの経過観察 樹林地リストの経過観察 樹林地カルテの作成 A
百年の杜推
進課

B2
都市緑地法に基づく特別
緑地保全地区制度の活
用

都市の貴重な緑地を「特別緑地保全地区」として指定し，開
発などに対し規制措置を講じて適正に保全します。

新規指定2箇所
H29指定に向け，都市計画審議会予定案
件として1箇所を選出

地元町内会等調整 新規指定区域の精査 新規指定区域の精査
東原地区、八木山弥生町地区の2箇所を
指定

A
百年の杜推
進課

B3
都市緑地法に基づく緑地
保全地域制度の活用

都市近郊の大規模な緑地を「緑地保全地域」として指定し，
比較的緩やかな規制のもと，一定の土地利用との調和を図
りながら適正に保全します。

随時指定 指定候補地の検討 指定候補地の検討 指定候補地の検討 指定候補地の検討 指定候補地の検討 A
百年の杜推
進課

B4
都市緑地法に基づく市民
緑地制度の活用

土地や人工地盤・建築物などの所有者と市が一定期間土地
の貸借契約を締結し，市民に公開緑地として開放します。

随時協定締結
既協定　1件
新規協定協議　1件

既協定　1件、協議中1件
協議中箇所の試験的公開

既契約 1件
協議箇所の試験的公開

既契約１件 既契約１件 A
百年の杜推
進課

B5
杜の都の環境をつくる条
例に基づく保存緑地の保
全

良好な自然環境を有する貴重な緑地について，条例に基づ
く「保存緑地」として指定し，行為の規制，援助金などによる
助成，土地の買取などを行い，適正に保全します。

法制度への一部移行による担保
性の向上

・行為届出（通知）数　5件
・協力援助金等　約57,972千円
・土地の買取　約2.1ha

・行為届出（通知）数9件
・協力援助金等 約57,059千円
・土地の買取 約2.0ha

・行為届出（通知） 5件
・協力援助金等 約55,752千円
・土地の買取 約0.9ha

・行為届出（通知）16件
・協力援助金等　約　55,041千円
・土地の買取　約0.7ha

・行為届出（通知） 10件
・協力援助金等 約54,992千円
・土地の買取 約1.1ha
・保存緑地２地区を特別緑地保全地区へ
移行

A
百年の杜推
進課

B6
太白山ふれあいの森事
業

太白山及びその周辺の里山を土地所有者の協力により市民
へ開放し，市民協働により里山保全を行います。

太白山ふれあいの森協力会の
活動支援の継続実施

助成金　2,000千円 助成金　2,000千円 助成金 2,000千円 助成金　2,000千円 助成金　2,000千円/年 A
百年の杜推
進課

B7
広瀬川の清流を守る条
例に基づく環境保全区域
の保全

広瀬川河岸の豊かな自然環境や自然崖と緑が調和する景
観を守るため，環境保全区域を指定し，建築物の建築などを
許可制として景観の保全を図ります。

行為の規制や緑化助成等による
保全施策の継続実施

・環境保全区域における許可　45 件
・水質保全区域における許可　  1件
・広瀬川緑化助成件数　   1件
・広瀬川緑化木交付  4件

・環境保全区域における許可　64件
・水質保全区域における許可　  3件
・広瀬川緑化助成件数　   1件
・広瀬川緑化木交付  3件

・環境保全区域における許可 47件
・水質保全区域における許可　  2件
・広瀬川緑化助成件数　   0件
・広瀬川緑化木交付  1件

・環境保全区域における許可 47件
・水質保全区域における許可　  0件
・広瀬川緑化助成件数　  1件
・広瀬川緑化木交付  5件

・環境保全区域における許可　53件
・水質保全区域における許可　  0件
・広瀬川緑化助成件数　  0件
・広瀬川緑化木交付  7件
【下半期累計】
・環境保全区域における許可　256件
・水質保全区域における許可　  ６件
・広瀬川緑化助成件数　  ３件
・広瀬川緑化木交付  20件

A 河川課

　②生物多様性に配慮した緑化の推進

番号 事業名

B8
郷土樹種による緑化の
推進

市民植樹や公園整備などにおいて，郷土樹種の利用を推進
します。また，情報誌などで郷土樹種や生物多様性について
市民へ普及啓発に努めます。

郷土樹種の利用推進施策と普及
啓発の実施

市民植樹において郷土樹種利用
・市民植樹において郷土樹種利用
・緑化計画の手引きにおいて郷土樹種紹
介

・市民植樹において郷土樹種利用
・緑化計画の手引きにおいて郷土樹種紹
介

・市民植樹において
郷土樹種利用
・緑化計画の手引きにおいて郷土樹種紹
介

・市民植樹において
郷土樹種利用
・緑化計画の手引きにおいて郷土樹種紹
介

A
百年の杜推
進課

B9

生物多様性保全推進事
業
（旧事業名：ビオトープづ
くりの推進）

多様な生物が生息・生育できる環境を守り，本市の生物多様
性がもたらす恩恵を将来も維持していくため，仙台市生物多
様性地域戦略を策定し、戦略に基づいた取組みを推進す
る。

生物多様性地域戦略に基づく事
業の実施により，本市の生物多
様性保全を推進

・仙台市生物多様性地域戦略の策定
・自然環境基礎調査の実施

・生きもの観察会やカジカガエル生息地
マップの作成、HPを通じた生きものの鳴き
声の音源配信等の実施により生物多様性
保全の推進が図った。

平成29年度に引き続き、生きものの観察
会やカジカガエル生息地マップの作成、HP
を通じた生きものの鳴き声の音源配信等
を実施
事業参加人数17,828人

平成30年度に引き続き、生きものの観察
会やカジカガエル生息地マップの公開、HP
を通じた生きものの鳴き声の音源配信等
を実施
事業参加人数
17,155人

生きものの観察会やカジカガエル生息地
マップの公開、HPを通じた生きものの鳴き
声の音源配信等を実施
事業参加人数：18,297人

A 環境共生課

　③自然環境を生かした公園緑地などの整備と維持管理

番号 事業名

B10，
D3

与兵衛沼公園・（仮称）小
松島新堤緑地整備事業

与兵衛沼及びその周辺樹林地などの貴重な自然環境を活
用した整備を進め，憩いの場や環境教育の場として利用を
推進します。

与兵衛沼公園：全域供用を目指
した整備実施，（仮称）小松島新
堤緑地：樹林地などの環境整備
及び散策路の整備

与兵衛沼公園
　枡江小前広場整備
　西側園路整備

与兵衛沼公園
　園路柵整備

与兵衛沼公園
　園路柵整備

与兵衛沼公園
修正測量設計・広場整備

与兵衛沼公園において
駐車場，広場等の整備

A 公園課

B11，
D4

（仮称）斎勝沼緑地整備
事業

緑地環境保全区域（県条例）に指定されている斎勝沼を中心
とする公園区域について，貴重な自然資源を保全し，環境教
育の場としても機能させるための施設整備を行います。

園路，広場，サインなどの整備

斉勝沼周遊園路の整備
・プラ擬木柵L=140m
・園路敷砂利
・法面土留L=14.25m

サイン設置 なし なし
平成27年度に供用開始
園路，サイン，法面土留などの整備

A 公園課

B12，
D5，E3

（仮称）岩切緑地・高森山
公園整備事業

貴重な自然資源を保全しつつ，環境教育の場として機能させ
るための施設整備を行います。また，隣接する高森山公園と
の一体的な活用を図るための整備を行います。

園路，サインなどの整備 サクラの樹勢診断（高森山公園） なし なし なし

高森山公園におけるサクラの樹勢診断
（H28実施）や（仮称）岩切緑地における病
害虫防除対策（松くい虫約270本伐倒駆
除）としての樹林地管理の実施

A 公園課

下半期の目標（H28からR2まで） 担当課
百年の杜づくりプロジェクト

事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績 評価（R2まで）令和２年度及び下半期累計の実績

担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 令和２年度及び下半期累計の実績 評価（R2まで）

評価（R2まで）令和２年度及び下半期累計の実績
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番号 事業名

B13，
D6

河川緑地整備事業
自然環境の保全を図りながら河川公園を整備します。新規
整備場所の検討とともに，既存河川公園の利便性向上に向
けた取組みを行います。

整備計画の検討，整備箇所の効
果検証

整備箇所の効果検証 区役所へ管理引継 区役所へ管理引継 平成29年度に区役所へ管理引継
平成28年度に名取川東野田緑地を供用開
始 A 公園課

B14 いずみ墓園整備事業
自然環境を生かした墓園の整備と良好な樹林地である区域
内の森林の維持管理を行います。

墓園整備，二次林の維持管理の
実施

・二次林維持
　下刈A=48.2ha
・間伐N=1,500本

・二次森林維持
除伐A=26.1ha
・間伐N=2,000本

・二次森林維持
除伐A=27.1ha
・間伐N=1,200本

・二次森林維持
除伐A=15.3ha
・間伐N=1,760本

二次林維持（下刈A=0.4ha，皆伐N=249本）
【下半期累計】
二次林維持（下刈A=117.1ha，間伐・皆伐
N=6,709本）

A 保健管理課

B15
河川改修事業（多自然川
づくり）

河川改修において，生物の生育環境に配慮し，自然景観を
保全・創出する「多自然川づくり」整備を行うとともに，親水化
を図ります。

「多自然川づくり」による整備 工事着手（谷地堀・高野川） 工事完了（谷地堀・高野川） 工事着手（谷地堀） 改修工事（谷地堀、堀切川） 改修工事（谷地堀、堀切川） A 河川課

　④樹林地の適正な管理

番号 事業名

B16
公園緑地における樹林
地管理

除間伐や松くい虫被害やナラ枯れ被害に対する森林病害虫
対策を進め，良好な緑地環境の保全を図ります。また，公園
緑地における適正な樹林地管理手法を検討します。

下刈や除伐などの管理業務の実
施，森林病害虫対策の実施

公園課対応分
・松くい虫　298本
・ナラ枯れ　223本

公園課対応分
・松くい虫　229本
・ナラ枯れ　242本

公園課対応分
・松くい虫　187本
・ナラ枯れ　87本

公園課対応分
・松くい虫　187本
・ナラ枯れ　154本

・松くい虫　179本
・ナラ枯れ　  55本
【下半期累計】
・松くい虫　1,080本
・ナラ枯れ　761本

A 公園課

B17
特別緑地保全地区の管
理計画の策定

特別緑地保全地区の緑地を制度の趣旨に適合するように保
全するため，管理協定や市民緑地契約などの法制度を活用
した保全計画を策定します。

9地区の保全管理計画を策定 保全管理計画の検討　3箇所
保全するための整備完了（１箇所）
市民協働の保全管理計画の検討（１箇所）

市民協働の保全管理計画の検討（1箇所） 市民協働の保全管理計画の検討（1箇所） 市民協働の管理保全計画の検討（２箇所） A
百年の杜推
進課

B18 市有林造林育林事業
森林施業計画などに基づき，造林地の植林，下刈，除間伐，
保育間伐，抜き伐りなどの施業を行い，森林のもつ多面的機
能の維持・増進を図ります。

適切な森林施業の実施 実績なし
・下刈　15.42ha
・除間伐　8.88ha

・下刈　13.01ha
・除間伐　16.34ha

・下刈　11.78ha
・除間伐　9.61ha

・下刈　8.05ha
・除間伐　29.06ha
【下半期累計】
・下刈　48.26ha
・除間伐　63，89ha

A 農林土木課

B19 民有林振興事業
適切な森林管理と林業経営の活性化を推進するとともに，森
林所有者の林業意欲の向上を図り，林業振興を支援しま
す。

森林経営の委託化や森林施業
の集約化の推進

森林経営計画の認定（追加変更）　2件
森林経営計画の認定　4件（継続計画認定
3件追加変更1件）

森林経営計画の認定　4件（継続計画認定
1件追加変更3件）

森林経営計画の認定　1件（変更1件）

森林経営計画の認定
新規1件，変更1件
【下半期累計】
森林経営計画の認定
新規1件，継続4件，変更8件

A 農林土木課

B20 森林病害虫対策事業
松くい虫被害やナラ枯れ被害に対する森林病害虫対策を適
切に行い，森林の保全を図ります。

森林病虫害駆除の実施
・松くい虫被害木　331本
・ナラ枯れ被害木　283本

・松くい虫被害木　304本
・ナラ枯れ被害木　225本

・松くい虫被害木　275本
・ナラ枯れ被害木　28本

・松くい虫被害木　504本
・ナラ枯れ被害木　66本

・松くい虫被害木　241本
・ナラ枯れ被害木　121本
【下半期累計】
・松くい虫被害木　1,665本
・ナラ枯れ被害木　723本

A 農林土木課

3　街のみどり充実プロジェクト
　①緑化制度の運用

【評価】　S：予定を上回り進んだ  A ：概ね予定通り  B：予定通り進まなかった  ◎：完了

番号 事業名

C1
杜の都の環境をつくる条
例に基づく緑化の推進

条例に基づく接道部の緑化推進や緑化計画書の提出・認定
の義務付けなどの制度によりみどりの創出を図ります。

制度の継続運用及び普及啓発 計画認定件数  130件 計画認定件数112件 計画認定件数124件 計画認定件数　92件
計画認定件数　113件
【下半期累計】
計画認定件数　571件

-
百年の杜推
進課

C2 緑化重点地区の指定
重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区（緑化重点地
区）として，新規の指定を検討し，地域特性に応じたみどりの
まちづくりを進めます。

新規指定１地区 指定にかかる検討中 指定にかかる検討中 指定にかかる検討中 泉中央緑化重点地区を指定 令和元年度に泉中央緑化重点地区を指定 ◎
百年の杜推
進課

C3
地区計画による緑化の
推進

住宅地，業務地などにおいて，新たに垣・柵等を設ける場合
には生垣にすることなどのルールを地区計画によって定める
ことにより，良好な緑化を図ります。

地区計画の適正な運用
・地区計画の新規決定0地区（計113地区）
・地区計画届出件数1,444件

・地区計画の新規決定0地区（計113地区）
・地区計画届出件数1,051件

・地区計画の新規決定0地区（計113地区）
・地区計画届出件数823件

・地区計画の新規決定0地区（計113地区）
・地区計画届出件数609件

・地区計画の新規決定　2地区（計115地
区）
・地区計画届出件数　520件
【下半期累計】
・地区計画の新規決定　2地区（計115地
区）
・地区計画届出件数　4,447件

A 都市計画課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

評価（R2まで）

評価（R2まで）

令和２年度及び下半期累計の実績

令和２年度及び下半期累計の実績

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課評価（R2まで）令和２年度及び下半期累計の実績
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　②公共施設、民有地の緑化と既存緑地の保全

番号 事業名

C4，
F11

建築物緑化助成事業
屋上緑化などの推進を図るため，民間建築物において，屋
上や壁面などに緑化を行う場合，費用の一部を助成します。

事業の継続実施及び普及啓発
・助成件数　0件
・植栽本数　0件

・助成件数　0件
・植栽本数　0件

・助成件数　0件
・植栽本数　0件

・助成件数　0件
・植栽本数　0件

助成件数　0件（植栽本数　0件）
【下半期累計】
助成件数　0件（植栽本数　0件）

B
百年の杜推
進課

C5，
F12

街かど緑化助成事業
通行者の目に触れやすい場所でみどりを増やし，みどりの豊
かさを体感できるよう，街かどの緑化を行う場合，費用の一
部を助成します。

事業の継続実施及び普及啓発
・助成件数　1件
・植栽本数　29本
・植栽面積　17㎡

・助成件数　0件
・植栽本数　0本
・植栽面積　0㎡

・助成件数　0件
・植栽本数　0本
・植栽面積　0㎡

・助成件数　0件
・植栽本数　0本
・植栽面積　0㎡

助成件数　0件（植栽本数　0本，植栽面積
0㎡）
【下半期累計】
助成件数　１件（植栽本数　29本，植栽面
積　17㎡）

B
百年の杜推
進課

C6 生垣づくり助成事業
民有地でのみどりの創出と，市民の目に触れやすい接道部
の緑化を推進することを目的に，生垣づくりに係る費用の一
部を助成します。

事業の継続実施及び普及啓発
助成件数　157件
植栽本数　6222本
植栽延長　2237.4m

助成件数　129件
植栽本数　4761本
植栽延長　1713.7m

助成件数　106件
植栽本数　3598本
植栽延長　1267.5ｍ

助成件数　80件
植栽本数　3188本
植栽延長　1180.5ｍ

助成件数　58件（植栽本数　2264本，植栽
延長　847.5ｍ）
【下半期累計】
助成件数　530件（植栽本数　20,033本，植
栽延長　7,246.5ｍ）

A
百年の杜推
進課

C7 緑化木植栽助成事業
公有地でのみどりを増やすため，公益的な場所などに樹木
を植栽しようとする地域団体に助成を行います。

事業の継続実施及び普及啓発
・助成件数　2件
・植栽本数　75本
（=中高木　5本 + 低木　70本）

・助成件数　3件
・植栽本数　97本
（=中高木　47本+低木　50本）

助成件数　7件
植栽本数　299本
（＝中高木　129本+低木170本）

助成件数　3件
植栽本数　1160本
（＝中高木　6本+低木1154本）

助成件数　1件（植栽本数　5本）
【下半期累計】
助成件数　16件（植栽本数　1,636本）

A
百年の杜推
進課

C8，G3
コミュニティガーデンづく
り

公有地や未利用地を活用して地域団体が花壇づくりなどを
行う，コミュニティガーデンづくりを推進します。

制度の再構成及び事業実施
・花壇づくり助成　281件
・花いっぱいまちづくり助成 7件
・ポケットパーク協定　4件

・花壇づくり助成　284件
・花いっぱいまちづくり助成 7件
・ポケットパーク協定　4件

・花壇づくり助成　278件
・花いっぱいまちづくり助成 7件
・ポケットパーク協定　4件

・花壇づくり助成281件
・花いっぱいまちづくり助成 7件
・ポケットパーク協定　4件

・花壇づくり助成　263件
・花いっぱいまちづくり助成　 5件
・ポケットパーク協定　4件
【下半期累計】
・花壇づくり助成　1,387件
・花いっぱいまちづくり助成　33件
・ポケットパーク協定　20件

A
百年の杜推
進課

C9，
F9，
（A9）

道路緑化事業
（A9かさ上げ道路や避難
道路における緑化）

道路景観を向上し，沿道の生活環境の保全を図るとともに，
道路交通の快適性，安全性の確保，自然環境の改善などの
ため，街路樹の植栽を行います。

道路整備にあわせた街路樹の整
備、道路改修にあわせる等の計
画的な街路樹の更新

・高木
　植栽　459本
　枯損　548本
・中低木
　植栽　0.851ha
　枯損　0.001ha

・高木
　植栽　539本
　枯損　809本
・中低木
　植栽　0.45ha
　枯損　0.09ha

・高木
　植栽　203本
　枯損　368本
・中低木
　植栽　0.05ha
　枯損　0.04ha

・高木
　植栽　127本
　枯損　199本
・中低木
　植栽　0.18ha
　枯損　0.03ha

・高木植栽　228本
・中低木植栽　0.22ha
【下半期累計】
・高木植栽　1,556本
・中低木植栽　1.75ha

A 公園課

C10 街路樹重点管理事業
連続性のある美しい並木景観としての街路樹を将来にわ
たって守り育てるため，定期的な点検・診断等による重点的
管理を行います。

点検・診断の結果を反映した街
路樹の適正な管理や計画的な街
路樹の更新

・職員研修の実施
・職員点検及び専門診断の実施

・職員および受注業者向けの街路樹点検
研修の実施
・職員及び委託業者による街路樹点検及
び専門診断の実施

・職員および受注業者向けの街路樹点検
研修の実施
・職員及び委託業者による街路樹点検及
び専門診断の実施

・職員および受注業者向けの街路樹点検
研修の実施
・職員及び委託業者による街路樹点検及
び専門診断の実施

・職員および受注業者向けの街路樹点検
研修の実施
・職員及び委託業者による街路樹点検及
び専門診断の実施

A 公園課

C11，
G2

学校の森づくり事業
小中学校において，生徒や地域住民などが企画段階から参
加し，自然とふれあい，体験しながら，学校内に森を創りま
す。

新たな学校における事業実施 なし なし なし
植栽等なし
※南吉成小学校より依頼があり、出前講
座を1回実施。

植栽の実績はないが，令和元年度に南吉
成小学校にて出前講座を実施

B
百年の杜推
進課

C12，
F13

花の修景事業
主要な街路や駅前広場などのにぎわいのある公共空間に花
壇，プランターなどを設置し，花を利用したみどりの景観づく
りを行います。

事業の継続実施
・仙台駅前フラワーポット設置
・定禅寺通緑地花壇
・泉中央駅前プランター設置

・仙台駅前フラワーポット設置
・定禅寺通緑地花壇
・泉中央駅前プランター設置

・仙台駅前フラワーポット設置
・定禅寺通緑地花壇
・泉中央駅前プランター設置

・仙台駅前フラワーポット設置
・定禅寺通緑地花壇
・泉中央駅前プランター設置

・仙台駅前フラワーポット設置
・定禅寺通緑地花壇
・泉中央駅前花壇
・泉中央駅前プランター設置

A
百年の杜推
進課

C13
六郷堀・七郷堀非かんが
い期通水事業

六郷堀・七郷堀における非かんがい期の通水により，堀の水
質，悪臭の改善を図るとともに，地域の景観を保全します。

事業の継続実施

・通水期間
H28.9.11～H29.4.24
・通水日数　163日
・取水量　 0.3㎥/s

・通水期間
H29.9.16～H30.4.24
・通水日数　178日
・取水量　 0.3㎥/s

・通水期間
H30.9.11～H31.4.24
・通水日数　142日
・取水量　 0.3㎥/s

・通水期間
R1.9.11～R2.4.24
・通水日数　221日
・取水量　 0.3㎥/s

通水期間
R2.9.11～R3.4.24
・通水日数　130日
・取水量　 0.3㎥/s

A 河川課

C14
開発などにおける樹林地
の保全

市街化区域内において，法規制のない樹林地を有する土地
を開発する場合にも，樹林地の保全が図られるよう保全手法
について検討します。

保全手法の検討
対象樹林地の抽出
現地調査の対象リスト化

樹林地カルテにおける評価の実施 樹林地カルテにおける評価 実態の調査等
・開発における適正な緑化の指導
・開発区域内に残存する樹林地保全のた
めの有効手法の検討

A
百年の杜推
進課

C15
公共・民間施設における
緑地保全協定の締結

国や県などの公共公益施設の緑地や良好な緑地を有する民
有地の緑地の保全について，管理者（所有者）に理解と協力
を求め，当該緑地の保全協定などにより担保性を確保しま
す。

随時協定締結 実態の調査等 実態の調査等 樹林地カルテの経過観察 実態の調査等 実態の調査等 A
百年の杜推
進課

　③みどりの調査

番号 事業名

C16 みどりの調査・研究
みどり豊かなまちづくりを推進するため，本市のみどりの分
布と量及びその変化などの基礎調査を行います。

みどりの分布調査の実施
5年毎調査のため実施せず
（次回H31）

Ｈ31実施に向けた調査方法等の検討 H31実施に向けた調査方法等の検討 みどりの分布調査の実施 みどりの分布調査の実施 A
百年の杜推
進課

令和２年度及び下半期累計の実績

下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで）

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度及び下半期累計の実績

担当課

評価（R2まで）

評価（R2まで）
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4　魅力ある公園づくりプロジェクト
　①身近な都市公園の整備・再整備

【評価】　S：予定を上回り進んだ  A ：概ね予定通り  B：予定通り進まなかった  ◎：完了

番号 事業名

D1

身近な公園整備・再整備
事業（旧：利用者のニー
ズに対応した都市公園整
備・再整備）

身近な公園の新規整備・再整備においては，市民ニーズを
把握し，公園の規模や種別，利用者の年齢構成などに応じ
た快適で利用しやすい公園施設の整備を図ります。

公園の整備・再整備及び再編の
実施

公園46箇所を整備 公園37箇所を整備 公園39箇所を整備 公園31箇所を整備
公園41箇所を整備
【下半期累計】
公園194箇所を整備

A 公園課

D2
公園緑地リニューアル事
業

公園緑地の施設の現況，利用実態，地域性等を調査し，複
数の公園での機能分担や連携利用を踏まえた計画的な公
園リニューアルや，新寺小路緑道などの既存ストックを活か
した公園整備を進めます。また，経営的な視点に立った公園
運営管理の仕組みをつくり，公園の利活用を促進します。

公園緑地リニューアルに係る計
画の作成，実施

公園の機能分担を行う際の基本的な考え
方の検討，整理

1地区2公園において機能分担による再整
備として設計を完了

管理をM2,7に移行 管理をM2,7に移行 管理をM2,7に移行 - 公園課

　②自然環境を生かした公園緑地の整備と利用促進

番号 事業名

D3，
B10

（再掲）
与兵衛沼公園・（仮称）小
松島新堤緑地整備事業

D4，
B11

（再掲）
斉勝沼緑地整備事業

D5，
E3，
B12

（再掲）
（仮称）岩切緑地・高森山
公園整備事業

D6，
B13

（再掲）
河川緑地整備事業

　③特色ある公園緑地の整備・再整備

番号 事業名

D7 高砂中央公園整備事業
仙台港背後地土地区画整理事業地内に，仙台市東部地区
のみどりの拠点となる総合公園を整備します。

運動施設の供用開始 基盤整備に着手 多目的広場整備に着手 多目的広場の整備 多目的広場の整備
多目的広場の整備
管理センター新築

A 公園課

D8，
E4，A1

（再掲）
海岸公園再整備事業

D9
八木山動物公園整備事
業

地下鉄東西線の建設に伴い，施設の再配置，リニューアル
及びバリアフリー化を行います。また，新規動物の導入に備
え，再整備計画と連動させた各対応施設の改築を行います。

老朽化した施設及び設備の長寿
命化対策と併せ，獣舎・展示場
の整備や便益施設等の充実を
図ります。

（仮称）ふれあい動物園建築工事等竣工
（仮称）ふれあい動物園土木工事着工

（仮称）ふれあい動物園土木工事竣工→
7/1供用開始
（仮称）マダガスカル館設計業務着手

施設長寿命化・再整備基本計画に着手
施設長寿命化・再整備基本計画の検討を
推進

施設長寿命化・再整備基本計画の検討を
推進

A
八木山動物
公園管理課

D10 七北田公園改修事業
本市を代表する総合公園である七北田公園について，各施
設の老朽化に伴い，噴水施設や照明設備などの改修を計画
的に行います。

長寿命化計画に基づく，改修実
施

庭球場
人工芝張替工事

なし なし 現地調査及びトイレ改修予算要望 トイレ改修設計 A 公園課

D11 仙台スタジアム改修事業
仙台スタジアムは，オープンから年数が経過し，設備などが
老朽化してきたことから，設備の改修を行い，計画的に環境
改善を図ります。

長寿命化計画に基づく，改修実
施

・設備修繕計画作成
・給水ユニットポンプ修繕

・改修基本計画策定
・自動火災報知設備更新
・洗浄水ポンプユニット更新

・非常用直流電源装置更新
・非常放送設備更新
・スプリンクラー設備改修
・場内音響設備（パワーアンプ等）更新

・地下水槽排水ポンプ及び配管更新
・放送設備（大型カメラ、ノンリニアシステム
等）更新

・大型映像装置関連（直流電源更新、基盤
更新）
・夜間照明ランプ交換
・スプリンクラーヘッド交換

A 公園課

D12・
F8

評定河原公園再整備事
業

老朽化した施設の改修を行い，利用者が安心，快適に利用
できるようにするとともに，地域のまちづくり計画と連携し，都
市公園の新たな魅力向上を図ります。

改修整備の実施,地域のまちづく
り計画との連携

なし なし
駐車場の整地
駐車場所の運用見直し

なし
下水道工事に伴う、将来的な公園及び駐
車場配置計画についての協議調整

B
青葉区公園
課

D13 健康づくり公園整備事業
健康遊具の計画的な配置や健康遊具の利用講習会等を通
じて、健康づくりや介護予防に資する公園を整備します。

健康遊具の計画的設置
健康遊具設置
２公園，全１２基

健康遊具設置
４公園，全１１基

健康遊具設置
２公園，全３基

健康遊具設置
2公園　全4基

健康遊具設置：2公園（全6基）
【下半期累計】
健康遊具設置：12公園（全36基）

A 公園課

下半期の目標（H28からR2まで） 担当課
百年の杜づくりプロジェクト

事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度及び下半期累計の実績 評価（R2まで）

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

令和２年度及び下半期累計の実績

令和２年度及び下半期累計の実績 評価（R2まで）

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課評価（R2まで）
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　④公園マネジメントの実施

番号 事業名

D14 公園利用実態調査
公園利用実態調査を実施し，市民ニーズに対応した公園整
備を行い，公園利用者の増加を図ります。

調査の実施

・市政モニターアンケート（今後の公園の整
備や管理に関する市民意識調査）の実施
・有料運動公園施設利用者アンケートの実
施
・公園愛護協力会アンケートの実施
・仙台市緑の活動団体アンケートの実施

仙台市公園マネジメント方針（中間案）の
パブリックコメント及び有料運動公園施設
利用者アンケートを実施

管理をM17に移行 管理をM17に移行 管理をM17に移行 - 公園課

D15，
G5

公園愛護協力会の支援
公園愛護協力会の活動を支援し，連携して地域の実情に応
じた公園の管理を行います。

公園愛護協力会結成率の向上，
活動促進・支援の継続実施

28年度結成団体数
37団体

平成29年度結成団体数
22団体

30年度結成団体数
16団体

元年度結成団体数
20団体

令和２年度結成団体数：28団体
【下半期累計】
123団体結成

A 公園課

D16
公園施設の長寿命化計
画

老朽化が進む公園の施設について，利用者の安全対策の
強化やライフサイクルコストの縮減の観点から適切な施設点
検，維持管理補修を実施し，長寿命化を図り，計画的な管
理・更新を行います。

公園長寿命化計画に基づく公園
施設の管理・更新の実施

24公園で施設の更新を実施 のべ29公園で施設の更新を実施 管理をM17,18に移行 - - - 公園課

D17
街区公園管理運営方針
の策定

市民の公園利用ニーズに対応した管理運営や管理への市
民参加手法について方針を策定し，管理運営の質の向上を
図ります。

モデル事業実施の検討 公園マネジメント方針の策定作業実施 公園マネジメント方針の策定 管理をM13に移行 - - - 公園課

　⑤施設の利活用による魅力アップ

番号 事業名

M1
定禅寺通緑地魅力アップ
事業

ケヤキ並木の保全に加え，道路空間の再構成やエリアマネ
ジメントの導入なども視野にいれた魅力ある空間の創出を図
るため，地元関係者を中心とした検討会を立ち上げ、定禅寺
通の将来像を描き、それを実現するための活性化に向けた
具体策について検討します。

・地元関係者を中心とした検討会
の立ち上げ
・定禅寺通エリアの将来像、魅力
ある空間の創出とその活用の方
向性をまとめる
・ケヤキ並木の保全の考え方の
整理

- -

検討会立ち上げ、及びキックオフミーティン
グ実施
【・フォーラム実施（1回）
・ワーキンググループ実施（4回）
・ワークショップ実施（1回）】

検討会の開催
【・基本構想の検討（5回）
・パブリックミーティング（2回）
・テーマ型ワーキンググループ（5回）
・道路空間利活用の社会実験（121日）】

検討会の開催
【・基本構想の検討（9回）
・テーマ型ワーキンググループ（3回）
・道路空間利活用の社会実験（4箇所、合
計231日）】

A
定禅寺通活
性化推進室

M2
新寺小路緑道リニューア
ル事業（旧：D2公園緑地
リニューアル事業）

安全で利用しやすい緑道に再整備するとともに，エントランス
広場やサイン等を設置することで、公共空間を活用した賑わ
い創出や歴史資源を活用した地域の魅力向上を図ります。

園路、広場の改修、サイン等の
設置

- -
・新寺こみち市開催12回
・工事中

・新寺こみち市開催12回
・工事中

・リニューアル工事完了
・通年でのイベント活用（毎月１回）

◎
若林区公園
課

　⑥民間施設誘致による利用サービス向上

番号 事業名

M3
榴岡公園の民間事業者
による新しい公園サービ
スの提供

公園緑地の整備に伴い，PFI方式などにより民間活力の積極
的な導入を図り，より質の高いみどり空間の形成に努めま
す。

民間施設誘致による新たな公園
サービスの提供の実施

- -
榴岡公園（一部）の整備・管理運営事業者
の公募、選定の実施

榴岡公園（一部）の整備・管理運営事業設
置等予定者と地位失効の確認書の取り交
し

Park-PFI事業による新たな公園サービス
提供についてはいったん保留とし、地域団
体等との連携による事業の実施について
協議

B 公園課

M4
勾当台公園グリーンハウ
ス勾当台前広場活性化
事業

グリーンハウス勾当台前広場において，民間事業者等との
連携により，東北の魅力を発信する事業を実施して，公園を
含む地域全体のにぎわいと魅力の向上を図ります。

モデル事業の成果を踏まえたに
ぎわい創出の継続的な実施

- -

・施設の来場者数118,000人
・44の自治体と連携
・公園の通行量が20%増。
・併設したカフェの事業性が実証された

・8月3日に東北の食材を活用するカフェレ
ストランを設置した。
・33の自治体と連携
・東北の交流人口拡大に向けた協働プロ
グラムを実施し、延べ4,376人が参加した。

・新たに7つの自治体と連携しカフェレスト
ランでのプロモーションを実施
・食以外の魅力発信のため、広場におい
て、東北の工芸品の紹介・販売イベントを
実施（550人来場）

A
東北連携推
進室

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

令和２年度及び下半期累計の実績

令和２年度及び下半期累計の実績

評価（R2まで）

評価（R2まで）

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課令和２年度及び下半期累計の実績 評価（R2まで）
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　⑦民間パートナーと連携した新たな運営管理

番号 事業名

M5
荒井東１号公園の民間
事業者による整備と運営
管理

都市再生特別措置法に基づく制度を活用し，民間事業者に
よる当該公園施設の一部整備と，公園全体の運営管理を行
う。

民間事業者による安定的な公園
マネジメントの実施

- -
若林区公園課による整備工事完了、全面
供用開始、都市利便増進協定に基づく民
間事業者による運営管理の実施

・都市利便増進協定に基づく民間事業者
による運営管理の実施
・地域住民、行政、団体による公園運営懇
談会の実施

・都市利便増進協定に基づく民間事業者
による運営管理の実施
・地域住民、行政、団体による公園運営懇
談会の実施

A
若林区公園
課

M6
西公園の官民連携によ
る運営管理の推進

民間パートナーとの連携により，運営管理の社会実験事業
等をとおして，多様な運営管理を展開し，公園サービスを向
上させます。

民間パートナーとの連携による
運営管理につながる社会実験等
の実施

- -
平成29年度に実施した社会実験事業をパ
ンフレットにまとめ配布

市民プール跡地エリアにおける、マーケッ
トサウンディング調査の実施について検討

公園サービスを向上させる運営管理につ
ながる社会実験や、マーケットサウンディ
ングを実施

A 公園課

　⑧地域の特色ある公園づくり

番号 事業名

M7
都市公園の機能再編事
業（旧：D2公園緑地リ
ニューアル事業）

同じ誘致圏内に複数の小規模公園がある場合，老朽化対策
にあわせて，周辺住民の人口構成の変化や地域ニーズ等に
応じ，公園が持つ機能の分担を行い，公園が持つ価値の向
上とともに，公園の維持管理にかかる効率化を図ります。

青葉区菊田山公園ほか1公園の
機能分担による再整備

- - 設計，地元協議 2公園で工事着手 2公園の再整備工事を継続施工中 A 公園課

M8
（仮称）南光台やすらぎ
公園整備事業

道路の函渠の上部空間を有効利用し，地域ニーズに対応し
た特色ある公園整備を行います。

園路広場等整備 - - 工事発注（平成31年度への繰越工事） 整備完了 令和元年度に整備完了 ◎ 泉区公園課

　⑨多様な利用ができる地域の拠点公園づくり

番号 事業名

M9
上杉公園リニューアル事
業

地元小学校や地域住民等でワークショップ等を行い，多様な
機能を持つ公園へのリニューアルを行います。

公園のリニューアル工事の完成 - - 地元協議
・再整備工事に係る支障木伐採
・公園外柵工事

・広場・園路整備工事
・防球ネット設置工事

B
青葉区公園
課

M10
鶴ヶ谷中央公園リニュー
アル事業

遊具等の広場を整備し，幅広い世代の利用による交流と憩
いの場として公園全体の快適性を向上させ，地域住民の健
康の増進を図ります。

再整備工事の完了 - - 造成完了
駐車場整備完了
一部供用再開

・園路工事
・公園外柵工事
・駐車場整備

A
宮城野区公
園課

M11
将監ふれあい公園リ
ニューアル事業

公園に隣接する公共施設の複合化に合わせ，新たな公園の
魅力づくりや，周辺環境と利用者ニーズに対応した多様な機
能を持つ公園としてリニューアルを図ります。

公園リニューアルに向けた地元
協議の実施

- -
将監複合センター設計報告会準備委員会
等への出席

・将監ふれあい公園住民意向調査業務委
託においてアンケート調査の実施
・将監ふれあい公園再整備・利活用検討
委員会の設置

・将監ふれあい公園基本計画策定業務に
おいて，アンケート及びワークショップの実
施
・将監ふれあい公園再整備・利活用検討
委員会の開催

A 泉区公園課

　⑩地域に根ざした柔軟な運営管理と利活用

番号 事業名

M12 公園の施設情報の発信
公園施設情報の発信により，利便性を向上させるとともに，
公園整備の計画や，工事の状況等について積極的に情報を
提供します。

くらしのマップにおける公園施設
の情報更新

- - くらしのマップの情報項目の追加 くらしのマップの情報項目の追加 くらしのマップの情報項目の追加 A 公園課

M13

公園運営活動協働モデ
ル事例集の作成（旧：
D17街区公園管理運営
方針の策定，D15公園愛
護協力会の支援）

地元住民等が主体となって行う維持管理・運営等により，地
域の活性化，公園の魅力向上につながっている事例につい
て，取材し参考として発信することで，地域による公園運営活
動の活性化を図ります。

モデル事例情報発信の実施 - -
事例集の構成検討、ヒアリングシート作成
着手

事例集の構成概要と紹介事例の検討、作
成業務の見積徴収

全体構成、ページ構成、スケジュール、作
成手法について検討

B 公園課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

令和２年度及び下半期累計の実績

令和２年度及び下半期累計の実績

評価（R2まで）

評価（R2まで）

下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで）

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

担当課

令和２年度及び下半期累計の実績

令和２年度及び下半期累計の実績

評価（R2まで）

評価（R2まで）
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　⑪緑地保全から緑地利活用へ

番号 事業名

M14
生物多様性に配慮した緑
地管理と利活用の推進

市街地に隣接した都市緑地等について，自然環境を保持し
つつ利活用を促進するため，多様なパートナーと連携し，保
全と利活用の計画や手法を検討・策定し実施します。

保全管理計画の策定（利活用手
法含む）

- -
地域住民等と現地調査を実施，利活用等
に関する検討開始

地域住民等と現地調査を実施，利活用等
に関する検討

保存緑地等の維持管理を、緑の活動を行
う市民団体などと連携して行う手法のもと、
10箇所，7団体により実施

A
百年の杜推
進課

M15
自然環境を活かした公園
緑地の利活用

都市緑地等において「子どもの自然体験学習林」の実施や
「緑の活動団体」の取組みを推進し，緑地の保全や利活用に
ついて学び，みどりの学習の充実を図ります。

子どもの自然体験学習林の継続
実施
緑の活動団体の活動支援の継
続実施

- -
・子どもの自然体験学習林を枡江の森で
実施（枡江小・幸町南小児童）

・子どもの自然体験学習林を枡江の森で
実施（枡江小・幸町南小児童）
・緑の活動団体（Ｈ31認定25団体）への支
援等実施

・子どもの自然体験学習林を枡江の森で
実施（枡江小・幸町南小児童）
・緑の活動団体（R2認定26団体）への支援
等実施

A
百年の杜推
進課

　⑫市民参加型の緑地運営管理の推進

番号 事業名

M16
東部沿岸地域の官民連
携による緑地運営管理

ふるさとの杜再生プロジェクトの取組みに民間事業者が多様
な形で参画できる手法を検討し，市民が海岸林を「ふるさと
の杜」として誇りと愛着を感じることができるよう，育樹や利活
用を図ります。

ふるさとの杜再生プロジェクトの
継続実施

- -

・民間事業者公募による協定締結（5年間
育成管理含む）7団体
・公募以外の協定締結による植樹実施1団
体
・育樹会6回開催（海岸公園岡田地区・荒
浜地区、海岸防災林荒浜字南官林地区）

・民間事業者公募による協定締結（5年間
育成管理含む）8団体
・公募以外の協定締結による植樹実施1団
体
・育樹会6回開催（海岸公園岡田地区・荒
浜地区・井土地区、海岸防災林荒浜字南
官林地区）

・民間事業者公募による協定締結（5年間
育成管理含む）8団体
・公募以外の協定締結による植樹実施1団
体
・育樹会8回開催（海岸公園岡田地区・荒
浜地区・井土地区、海岸防災林荒浜字南
官林地区）

Ａ
百年の杜推
進課

　⑬施設マネジメントによる効率的な維持管理

番号 事業名

M17
公園施設総合改修計画
の作成（旧：D16公園施
設長寿命化計画）

公園施設を調査点検し，効率的・効果的な維持管理・改修と
今後の予算の平準化を図るため，公園施設総合改修計画，
維持管理基本方針を作成します。

公園施設総合改修計画の作成 - -
公園施設改修計画（近隣以上の公園（20
公園），遊戯施設（全公園））の作成に着手

公園施設（橋梁、照明灯）の改修計画作成
に着手

公園施設（橋梁、照明灯）の改修計画作
成，公園施設（トイレ）の改修計画作成に
着手，総合改修計画の作成に着手

A 公園課

M18

有料運動公園施設の維
持管理・施設基準の作成
（旧：D16公園施設長寿
命化計画）

有料運動公園施設について，施設の長寿命化と利用者サー
ビスの向上，安定した施設維持の観点から，施設の実態調
査，施設基準等の作成を行います。

有料運動公園施設の施設基準
の作成

- - 施設の実態調査を実施 施設の実態調査を実施
指定管理者へヒアリング等を実施し，基準
の作成に着手

A 公園課

　⑭みんなが関わるみんなの公園づくり

番号 事業名

M19 多様な寄附制度の創設
個人や民間事業者等によるベンチ等の公園施設の寄附制
度を創設し、愛着の持てる公園づくりとともに公園利用サー
ビスの向上を図ります。

寄附制度の創設 - -
他都市の新たな公園財源の確保事例につ
いて情報収集

他都市の新たな公園財源の確保事例につ
いて情報収集と条件整理

他都市の新たな公園財源の確保事例につ
いて情報収集と条件整理と創設に向けた
検討

B 公園課

M20
公園マネジメント事業の
推進体制の充実

仙台市公園マネジメント方針についての普及・啓発を行うとと
もに，民間パートナーから新しい取組みや公園の活用のアイ
デアを募り，みんなで公園をつくり育てる活動を推進していき
ます。

庁内研修の継続実施 - - 庁内職員研修の実施 庁内職員研修の実施
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止とした

B 公園課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

評価（R2まで）

評価（R2まで）

令和２年度及び下半期累計の実績

令和２年度及び下半期累計の実績

下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで）

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

担当課

令和２年度及び下半期累計の実績

令和２年度及び下半期累計の実績

評価（R2まで）

評価（R2まで）
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5　みどりの地域資源活用プロジェクト
　①歴史的・文化的資源の保全と活用

【評価】　S：予定を上回り進んだ  A ：概ね予定通り  B：予定通り進まなかった  ◎：完了

番号 事業名

E1，F1 青葉山公園整備事業

仙台城跡を含む青葉山と広瀬川に囲まれた区域について，
歴史的・文化的資源や優れた自然景観を生かしながら，市
民や来訪者が親しむことができる杜の都のシンボルとなる公
園として整備します。

長沼・五色沼周辺の施設整備、
（仮称）公園センター整備

・国史跡指定地区
　二の丸跡藤棚等改修及び本丸跡南側ト
イレ改築　完了
・追廻地区
 青葉山公園(仮称)公園センター基本計画
策定

・国史跡指定地区
　長沼・五色沼、二の丸跡整備　完了
・追廻地区
 青葉山公園(仮称)公園センター基本設計
着手

・追廻地区
青葉山公園（仮称）公園センター基本設計
完了，実施設計着手
・移転契約1区画（残1区画交渉中）

・追廻地区
青葉山公園（仮称）公園センター実施設計
完了
・移転契約1区画（残1区画交渉中）

・追廻地区
青葉山公園（仮称）公園センター建築工事
着手
公園センター地区施設整備工事着手
中央広場実施設計完了

A 公園課

E2，F3 大年寺山公園整備事業
本市のみどりの骨格である大年寺山のみどりや貴重な文化
財である茂ケ崎城跡，大年寺跡の保全を図りながら整備を
行います。

トイレ，サインなどの整備
・案内サイン等設置　5基
・新築トイレ実施設計

・トイレ整備
・総合案内サイン設置　1基

・駐車場整備
・案内サイン設置　1基

なし トイレ，サイン，駐車場等の整備実施 A 公園課

E3，
B12，
D5

（再掲）
（仮称）岩切緑地・高森山
公園整備事業

E4，
A1，D8

(再掲）
海岸公園再整備事業

E5
屋敷林（居久根）・鎮守の
杜の保全

市内に点在する屋敷林（居久根）・鎮守の杜を貴重なみどり
空間として，また価値の高い景観資源として次世代へ引き継
いでいくために，有効な保全方策の検討を行い，所有者と協
定締結などにより保全を図ります。

法令等に基づく制度による保全
10箇所

都心地区の屋敷林カルテ作成
対象屋敷林の抽出

上杉の屋敷林1件を保存樹林に指定
都心近郊の屋敷林カルテ作成
対象屋敷林の抽出

四郎丸及び長喜城の屋敷林を保存樹林に
指定
対象樹林の抽出

上谷刈・四郎丸・上杉の屋敷林を保存樹
林に指定
対象樹林の抽出

柳生、野村の屋敷林を保存樹林に指定
し、所有者と協定締結
（計１０箇所の指定）

A
百年の杜推
進課

E6
保存樹木・保存樹林の指
定

地域を象徴するランドマークとしての樹木や樹林をふるさとの
みどりとして，条例に基づく「保存樹木」，「保存樹林」に指定
します。

保存樹木指定2件，保存樹林指
定2件

保存樹木指定5件 保存樹林指定1件
保存樹木指定1件
保存樹林指定2件

保存樹木指定1件
保存樹林指定3件

保存樹木指定1件，保存樹林指定2件
（計：保存樹木指定11件，保存樹林指定10
件）

A
百年の杜推
進課

E7
秋保大滝植物園改修事
業

植物園としての魅力向上を図りながら，園内を安全で快適に
散策できるように施設を改修し，観光交流の拠点，市民の交
流の場，環境学習の場としての利活用を推進します。

老朽化施設の改修 なし なし 駐車場整備 なし 駐車場整備，トイレ修繕等 ◎ 公園課

E8
陸奥国分寺・国分尼寺跡
整備事業

国史跡陸奥国分寺・国分尼寺跡を恒久的に保存し市民が地
域の歴史・文化に触れ親しむ場として整備し，復興に資する
文化イベント開催や文化活動への支援が継続的に可能な場
として活用します。

第2次整備工事の実施
・整備工事　2件
・活用　4件
・除草　2件

・整備工事繰越　2件
・施設完成
・活用　17件
・除草　2回

用地取得　2件
活用　22件
除草　2回

活用　20件
除草　2回

・第１次整備工事の完了
・第２次整備工事に向けての用地取得，埋
蔵文化財の発掘調査の実施

A 文化財課

E9 郡山遺跡整備事業
国史跡に指定された郡山遺跡を市民が地域の歴史・文化に
触れ親しむ場として整備し活用します。

用地取得，地元小学校と連携し
た史跡地利用の実施

・用地取得　2件
・連携　2件
・植栽　1件
・除草　2件

・用地取得　1件
・連携　5件
・植栽　１件
・除草　2回

用地取得　1件
連携　5件
植栽　1件
除草　2回

用地取得　1件
連携　2件
植栽　1件
除草　2回

用地取得　1件，連携　3件，植栽　1件，除
草　2回
【下半期累計】
用地取得　６件，連携　17件，植栽　５件，
除草　10回

A 文化財課

E10
泉ヶ岳の利活用推進事
業

市民の身近なレクリエーション拠点としての魅力を高めるた
め，泉ケ岳の良好な自然環境の保全を図りつつ，各種イベン
トや情報発信，市民協働による森づくりなどの取組みを行
い，泉ケ岳の賑わいを創出します。

市民の森づくり事業，イベント開
催，情報発信などの実施

・市民と力を合わせて泉ケ岳芳の平一斉
清掃を1回実施
・公募で、泉ケ岳自然観察会を3回、泉ケ
岳初心者対象登山を1回実施
・泉ケ岳芳の平でミズバショウモニタリング
調査を2回実施
・泉ケ岳芳の平で下刈りや防除作業を計4
回実施

・市民と力を合わせて泉ケ岳芳の平一斉
清掃を1回実施
・公募で、泉ケ岳自然観察会を3回、泉ケ
岳初心者対象登山を1回実施
・泉ケ岳芳の平でミズバショウモニタリング
調査を2回実施
・泉ケ岳芳の平で下刈りを2回実施

・市民と力を合わせて泉ケ岳芳の平一斉
清掃を1回実施
・公募で、泉ケ岳自然観察会を3回、泉ケ
岳初心者対象登山を1回実施
・泉ケ岳芳の平でミズバショウモニタリング
調査を2回実施
・泉ケ岳芳の平で下刈りを2回実施

・市民と力を合わせて泉ケ岳芳の平一斉
清掃を1回実施
・公募で、泉ケ岳自然観察会を1回実施
・泉ケ岳芳の平でミズバショウモニタリング
調査を2回実施
・泉ケ岳芳の平で下刈りを2回実施
・天候不良により登山や野外での活動は
実施できなかった

・泉ケ岳芳の平で2種225本の植樹を実施
・公募で、泉ケ岳自然観察会を2回実施
・泉ケ岳芳の平でミズバショウモニタリング
調査を1回実施
・泉ケ岳芳の平で下刈りを2回実施

A
泉区まちづ
くり推進課

下半期の目標（H28からR2まで） 担当課
百年の杜づくりプロジェクト

事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績 評価（R2まで）令和２年度及び下半期累計の実績
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　②地域資源の魅力発信

番号 事業名

E11
百年の杜ホームページ
の再構築

本市のみどりの資源をPRするとともに，みどりの普及啓発を
推進し，市民協働のみどりのまちづくりを実現するため，新た
な百年の杜づくりのHPを構築します。

市民ニーズが高い情報について
は、随時コンテンツの作成に努め
る

市HPリニューアルに伴い、百年の杜ホー
ムページを更新

ウェブアクセシビリティに配慮した既存ホー
ムページの編集・更新の実施

ｳｪﾌﾞｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨに配慮した既存ホーム
ページの編集・更新の実施

ｳｪﾌﾞｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨに配慮した既存ホーム
ページの編集・更新の実施

ｳｪﾌﾞｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨに配慮した既存ホーム
ページの編集・更新の実施

A
百年の杜推
進課

E12
せんだいみどりのミュー
ジアム

みどりとふれあい，学ぶ機会を提供するため，既存のみどり
の資源を連携させ，街全体をみどりのミュージアムとして楽し
むことができるよう，情報発信やイベント開催などを組み合わ
せ，みどりの普及啓発事業を再構成します。

みどりの普及啓発施策の再構成
及び事業の実施

杜の都の彫刻めぐり　5回実施(145名参
加）

杜の都の彫刻めぐり　5回実施(149名参
加）

杜の都の彫刻めぐり　4回実施（87名参加）
杜の都の彫刻めぐり　4回実施（120名参
加）

杜の都の彫刻めぐり　３回実施（60名参
加）

A
百年の杜推
進課

E13
都市公園ガイドブックの
作成

公園の概要や見どころ，施設の利用方法などについて市内
外へ向けて情報発信を行い，公園利用者数を増加します。

公園緑地配置図などの発行，HP
コンテンツの作成

・配置図発行なし（2年毎に発行）
・HPの情報更新
・ウォーキングマップ作成

・公園緑地配置図を発行
・HP（せんだいくらしのマップ）の情報更新

・配置図発行なし（2年毎に発行）
・HPの情報更新

・公園緑地配置図を発行
・HPの情報更新

・２年おきに公園緑地配置図を発行
・HPの情報更新

A 公園課

E14
みどりの通信誌（せんだ
い百杜通信）の発行

みどりの市民活動を広げるため，市民活動団体の活動内容
やみどりのイベントなどを紹介する通信誌「せんだい百杜通
信」を発行します。

事業の継続実施(発行4回／年) 年4回発行 年4回発行 年4回発行 年4回発行 年4回発行 A
百年の杜推
進課

E15
四ツ谷用水再発見イベン
ト（旧：水辺再発見プロ
ジェクト事業）

杜と水の都・仙台を創った「四ツ谷用水」を次世代に継承する
ため必要な仕掛けづくりや，「四ツ谷用水」を含めた水辺ネッ
トワークのあり方について，地域住民やNPOなどと連携し，
検討します。

イベントの開催
「四ツ谷用水親子バスツアー」開催（7/30）
「四ツ谷用水歩く会（八幡編）」開催（9/29）
「四ツ谷用水フォーラム」開催（2/4）

・「四ツ谷用水親子バスツアー」開催
（7/29）
・「四ツ谷用水歩く会（八幡編）」開催
（9/27）
・「四ツ谷用水歩く会（スリバチ学会編）」開
催（11/11）
・「四ツ谷用水フォーラム」開催（2/3）

・「四ツ谷用水親子バスツアー」開催
（7/25）
・「四ツ谷用水歩く会（八幡短縮編）」開催
（9/22）
・「四ツ谷用水歩く会（街中編）」開催
（10/24）
・「四ツ谷用水歩く会（八幡編）」開催
（11/7）
・「四ツ谷用水フォーラム」開催（2/9）

・「四ツ谷用水バスツアー」開催
（7/24,11/6）
・「四ツ谷用水を歩く会」開催（9/29、
10/25）
・「四ツ谷用水フォーラム」開催（12/15）

・四ツ谷用水講座開催
（新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、歩く会、バスツアー等のイベントは中止
した）

B 環境共生課

6　「百年の杜」シンボルエリア形成プロジェクト
　①広瀬川沿いのみどりの拠点整備

【評価】　S：予定を上回り進んだ  A ：概ね予定通り  B：予定通り進まなかった  ◎：完了

番号 事業名

F1，E1
（再掲）
青葉山公園整備事業

F2，F6 西公園再整備事業
地下鉄東西線駅の建設に伴い，施設や広場の全面的な見
直しを行い，「市街地のみどりの回廊づくり」の拠点に相応し
い，より市民に親しまれる公園として再整備します。

多目的広場、こけし塔前広場の
完成

大町西公園駅周辺広場及びＣ６０広場（Ｓ
Ｌ広場）の完成

南側エリア（源吾茶屋周辺）の一部完成及
びこけし塔前広場の完成

南側エリア（源吾茶屋周辺の一部完成及
び北側エリアの一部完成

中央広場の工事実施
こけし塔前広場，南側エリア（源吾茶屋周
辺）の完成，中央広場の工事実施，多目的
広場の基盤整備着手

A 公園課

F3，E2
（再掲）
大年寺山公園整備事業

　②広瀬川の整備・利活用

番号 事業名

F4 広瀬川創生プランの推進
市民財産である広瀬川の保全と新たな魅力創造を図るため
イベント開催，ワークショップ，ホームページを利用した情報
発信などを行います。

広瀬川HPの日平均アクセス数の
維持，各種イベントの継続実施

・広瀬川HPの平均アクセス数 126人/日
・イベント参加者数
　広瀬川であそぼう 4,900人
　作並かっぱ祭り 352人

・広瀬川HPの平均アクセス数 60人/日
・イベント参加者数
　広瀬川であそぼう 8,500人
　作並かっぱ祭り 381人

・広瀬川HPの平均アクセス数 31人/日
・イベント参加者数
　広瀬川であそぼう 3,300人
　作並かっぱ祭り 281人

・広瀬川HPの平均アクセス数 28人/日
・イベント参加者数
　広瀬川であそぼう 5,500人
　作並かっぱ祭り 232人

・広瀬川HPの平均アクセス数 68人/日
・イベント参加者数
　広瀬川自然体験学習30人
（広瀬川で遊ぼう，作並かっぱ祭りは新型
コロナウイルス感染症拡大防止ため中止）

A 河川課

F5
広瀬川沿いの散策路な
どの整備

広瀬川沿いの散策路について，河川，道路，公園管理者や
関係機関と連携し，連続性とアクセス性の向上を図ります。

案内・誘導サインの設置及び散
策マップの利用促進

散策マップ「広瀬川へ行こう」の修正 なし なし なし 散策マップ「広瀬川へ行こう」の修正 A 河川課

評価（R2まで）

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

令和２年度及び下半期累計の実績

令和２年度及び下半期累計の実績

評価（R2まで）

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課令和２年度及び下半期累計の実績 評価（R2まで）
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　③市街地のみどりの回廊づくり

番号 事業名

F6，F2
（再掲）
西公園再整備事業

F7 肴町公園再整備事業
老朽化した施設の改修とともに，多様なニーズに対応した機
能更新を行い，公園の安全性と魅力の向上を図ります。

整備計画の見直し及び整備工事
の実施
せんだいリノベーションまちづくり
事業との調整・連携

なし なし
せんだいリノベーションまちづくり事業関係
イベントの開催（春１回）

せんだいリノベーションまちづくり事業関係
イベントの開催（4月、7月の計2回）

令和3年度のまちづくり協議会設立に向け
た協議調整
（ワークショップ3回、アンケート調査）

B
青葉区公園
課

F8,D12
（再掲）
評定河原公園再整備事
業

F9，
C9，
（A9）

（再掲）
道路緑化事業

F10 青葉通再整備事業
青葉通再生基本構想（H18.3策定）に基づき，「街並み」「ケヤ
キ並木」「道路空間」「市民活動」の4つの将来像を目指し，青
葉通の再生を行います。

継続的実施 一番町工区におけるケヤキ植栽（13本）
一番町工区におけるケヤキ植栽（13本）
一番町工区の低木植栽

・仙台駅西口工区の沿道開発動向注視 ・仙台駅西口工区の沿道開発動向注視
一番町工区におけるケヤキ・低木植栽，仙
台駅西口工区の沿道開発動向注視

A
百年の杜推
進課

F11，
C4

（再掲）
建築物緑化助成事業

F12，
C5

（再掲）
街かど緑化助成事業

F13，
C12

（再掲）
花の修景事業

7　市民主体のみどりのまちづくりプロジェクト
　①市民によるみどりの創出

【評価】　S：予定を上回り進んだ  A ：概ね予定通り  B：予定通り進まなかった  ◎：完了

番号 事業名

G1
市民による「１００万本の
森づくり」事業

市民植樹や各種緑化助成制度，記念樹の交付などの様々な
機会を捉え，市民による植樹を行います。

１万本/年 13,657本 15,541本 11871本 13476本 6,325本 B
百年の杜推
進課

G2，
C11

（再掲）
学校の森づくり事業

G3，C8
（再掲）
コミュニティガーデンづく
り

G4
市民参加による街路樹
の管理

行政と市民の協働による取組みの一環として，身近なみどり
として親しまれている街路樹などの維持管理や緑化活動を
市民参加により取り組みます。

市民参加手法の検討，計画策定 他都市の事例調査 他都市の事例調査 他都市の事例調査 他都市の事例調査 他都市の事例調査 B 公園課

令和２年度及び下半期累計の実績 評価（R2まで）下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで）

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

担当課令和２年度及び下半期累計の実績 評価（R2まで）
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　②市民によるみどりの保全

番号 事業名

G5，
D15

（再掲）
公園愛護協力会の支援

G6
市民参加による樹林地
の管理

保存緑地や都市緑地をフィールドととした市民団体などが行
う維持管理活動を支援し，市民協働により緑地の適正管理
を図ります。

7箇所，7団体に増加 新規2箇所，2団体 新規なし 新規 1箇所
・新規なし
（全9箇所，6団体）

新規１箇所
【下半期累計】
全10箇所，7団体に増加

A
百年の杜推
進課

G7 みんなの森づくり事業
市民と行政の協働による森づくりを目指し，林業体験型事業
を実施します。また，森林アドバイザー養成講座を実施し，森
林ボランティアを育成します。

事業の継続実施

・しいたけの森づくりボランティア参加者
56名
・市民育樹祭参加者　87名
・アドバイザー養成講座開催　11回

・しいたけの森づくりボランティア参加者
47名
・市民育樹祭参加者　56名
・アドバイザー養成講座開催　11回

・しいたけの森づくりボランティア参加者
46名
・市民育樹祭参加者　25名
・アドバイザー養成講座開催　11回

・しいたけの森づくりボランティア参加者　0
名（悪天候のため中止）
・市民育樹祭参加者　0名（悪天候のため
中止）
・アドバイザー養成講座開催　11回

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め各種イベントの開催を中止

B 農林土木課

G8 河川愛護活動支援事業
仙台市河川愛護会の事務局を担い，補助金交付申請業務
などの事業を行い，河川愛護活動を支援します。

団体数の増加，団体の活動促
進・支援の継続実施

・継続　20団体 ・継続　20団体 ・継続　20団体 ・継続　20団体 ・継続　20団体 A 河川課

G9 広瀬川１万人プロジェクト
多くの市民が親しめる広瀬川とするために，毎年4月と9月に
流域一斉清掃を実施するほか，フォーラムなどを開催しま
す。

参加者の増加，普及啓発活動の
充実

・一斉清掃参加者
　春　1,176人
　秋　1,847人
・広瀬川市民会議との連携（イベント「広瀬
川学校」参加者）
54人

・一斉清掃参加者
　春　1,355人
　秋　1,962人
・広瀬川市民会議との連携（イベント「広瀬
川学校」参加者）
70人

・一斉清掃参加者
　春　1,454人
　秋　2,056人
・広瀬川学校  79人

・一斉清掃参加者
　春　1,522人
　秋　2,142人
・広瀬川学校 80人

・一斉清掃参加者
　春　中止
　秋　1,273人
（新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め，イベント規模を縮小するなどした）

B 河川課

　③多様な主体と連携したみどりの普及

番号 事業名

G10 みどりのイベントの開催
みどりに対する愛着や関心を深め，みどりを育む意識を高め
るため，みどりのイベントを充実させます。

各種イベントの開催
・新緑祭
・植木市
・百杜フォーラム

・新緑祭
・植木市
・百杜フォーラム

・新緑祭
・植木市
・百杜フォーラム

・新緑祭
・植木市
(百杜フォーラムは新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止)

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め，各種イベント（新緑祭，植木市，百
年の杜づくりフォーラム)を中止した

B
百年の杜推
進課

G11
子どもの自然体験学習
林事業

子どもたちが郷土のみどりに対する理解や関心を深めるた
め，自然とふれあう機会を創出し，みどりの学習の充実を図
ります。

事業の継続実施
枡江の森で実施（11/21～12/20で4日間）
・参加者数25名（枡江小学校児童）

枡江の森で実施（11/29）
・参加者数98名（枡江小学校・東六番丁小
学校児童）

枡江の森で実施（11/16）
・参加者81名（枡江小学校・幸町南小学校
児童）

枡江の森で実施
（11/29）
・参加者82名（枡江小学校・幸町南小学校
児童）

木皿山保存緑地（枡江の森）で実施
（11/27，2/19)
・参加者73名（枡江小学校(11/27,27名)、
幸町南小学校(2/19,46名)）

A
百年の杜推
進課

G12 公園ガイドツアーの実施
自然保護の普及啓発や市民交流の場としての充実を図るた
め，身近な自然にふれあう体験を通し，環境教育の機会を提
供します。

市民団体などとの協働によるガ
イドツアーなどの実施

・ガイドウォークの企画・実施
・ボランティアガイドの育成

・ガイドウォークの企画・実施
・ボランティアガイドの育成

・ガイドウォークの企画・実施
・ボランティアガイドの育成

・ガイドウォークの企画・実施
・ボランティアガイドの育成

・ガイドウォークの企画・実施
・ボランティアガイドの育成

A 公園課

G13，
E10

（再掲）
泉ヶ岳の利活用推進事
業

G14，
A10

（再掲）
拠点施設活用事業（農業
園芸センター運営支援）

担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで） 令和２年度及び下半期累計の実績 評価（R2まで）

評価（R2まで）令和２年度及び下半期累計の実績
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　④市民協働を支える仕組みの充実

番号 事業名

G15
緑の活動団体の認定と
支援

条例に基づき，みどりの保全・創出・普及に関する活動を行
う市民団体を「緑の活動団体」として認定し，支援を行いま
す。

認定団体数の増加，団体の活動
支援の継続

・新規　   1団体
・再認定　8団体
・継続　  15団体

・新規　   0団体
・再認定　3団体
・継続　  19団体

・新規　    2団体
・再認定 10団体
・継続　  11団体

・新規　　2団体
・再認定 8団体
・継続　15団体

新規　0団体，再認定 4団体，継続 22団体
【下半期累計】
新規　5団体，再認定 33団体，継続 82団
体

A
百年の杜推
進課

G16
企業のみどりの社会的責
任（ＣＳＲ）活動との連携

事業者と行政が連携してみどりの保全・創出・普及を図るた
め，事業の調整や仲介などを行い，CSR活動を円滑に受け
入れます。

CSR活動との連携の促進 16件 14件 16件 14件
8件
【下半期累計】
68件

A
百年の杜推
進課

　⑤市民意識の把握と施策への反映

番号 事業名

G17 みどりの市民意識調査
みどりに関する様々な視点から市民ニーズを把握し，みどり
の計画や施策に反映させるため，定期的な市民意識調査を
行います。

みどりの市民意識調査の実施 都市緑化関連資料の収集 都市緑化関連資料の収集 都市緑化関連資料の収集 みどりの市民意識調査実施 令和元年度に市民意識調査を実施 A
百年の杜推
進課

G18
みどりの計画づくりにお
ける市民参加の推進

みどりの計画策定においては，ワークショップなどの市民参
加の機会を設け，市民と協働により計画づくりを行います。

計画策定時，市民参画事業の随
時開催

- - -
ワークショップを企画し参加者募集を行っ
たが新型コロナウイルス感染症の影響に
より中止

仙台市みどりの基本計画改定に合わせ
て，市民参画事業（ワークショップ）の開催
を検討していたが，新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため中止とした

B
百年の杜推
進課

担当課

下半期の目標（H28からR2まで） 担当課

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績下半期の目標（H28からR2まで）

百年の杜づくりプロジェクト
事業概要 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績 評価（R2まで）

評価（R2まで）

令和２年度及び下半期累計の実績

令和２年度及び下半期累計の実績
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