１

調査の趣旨
仙台市では平成 24 年 7 月に，みどりのまちづくりの総合的な計画である「仙台市み
どりの基本計画」を策定し，平成 32 年度を目標年度として，津波で失われた東部地区
のみどりを再生するとともに，よりみどり豊かで潤いのある「杜の都・仙台」を目指
し，様々な事業を展開しております。
今年度が本計画の概ね中間年度にあたることから，市民の皆さまのみどりに関する
ご意見などをお伺いし，下半期の計画の進めかたを検討していきたいと考えていると
ころです。
つきましては，ご多忙のところ誠に恐れ入りますが，本調査の趣旨をご理解のうえ，
ご協力いただきますようお願い申し上げます。
なお，本調査で対象とする「みどり」には，樹林地，草地，農地，単独で生育する
樹木や草花の他，河川・海浜などの水辺，公園緑地，広場・グラウンド等のオープン
スペースを含めており，表現として広がりを持つひらがなで「みどり」と表記してお
ります。これは，
「仙台市みどりの基本計画」と共通した表現となっております。

２

ご記入にあたってのお願い
・ アンケートのご回答は，必ずモニターご本人が記入してください。
・ ご回答は，あてはまる項目を選んでください。
質問によって，
「１つ」や「３つ」などと選ぶ数が決まっているもの，
「あてはま
るものすべて」を選んでいただくものがありますので，ご注意ください。また，
「そ
の他」を選んだ場合や，自由にご記入いただく質問については，具体的な内容をご
記入ください。
・ 本調査票は，平成２７年８月６日（木）までにご回答ください。

３

お問い合わせの方法
本調査に関するご質問などは，下記までお願いいたします。

仙台市建設局百年の杜推進部百年の杜推進課
電話：０２２－２１４－８３８８（直通）
F A X：０２２－２１６－０６３７
E-mail：ken010240@city.sendai.jp
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みどりの市民意識調査

調

査

票

あなたのモニター番号をご記入ください。
【必須】

はじめに、あなた自身のことについておたずねします

問１ あなたの性別を教えてください。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 男性

（例：ㇾ

以下同じ。
）

□２ 女性

問２ あなたの年齢を教えてください。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 20 歳代

□２ 30 歳代

□３ 40 歳代

□５ 60 歳代

□６ 70 歳代

□７ 80 歳代以上

□４ 50 歳代

問３ あなたの職業等を教えてください。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 自営業（家族従業の方を含む）

□２ 会社員，団体職員等

□３ パート，アルバイト，非常勤等

□４ 学生

□５ 家事専業

□６ 無職

□７ その他（

）

問４ あなたの居住区を教えてください。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 青葉区

□２

宮城野区

□３ 若林区

問４-1 町丁目までの地区名を記入してください。
（例：国分町三丁目）
（

）
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□４ 太白区

□５ 泉区

問５ あなたの現在のお住まいについて教えてください。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 持ち家（一戸建て）

□２ 持ち家（集合住宅）

□３ 賃貸住宅（一戸建て）

□４ 賃貸住宅（集合住宅）

□５ 社宅，官舎，寮

□６ 仮設住宅

□７ その他（
問６

）

仙台市にお住まいになってからの年数について教えてください。一度市外に転出し

て，また転入した方や，市内で引越しした方は，通算の年数をお答えください。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 1 年未満

□２ 1 年以上 5 年未満

□３ 5 年以上 10 年未満

□４ 10 年以上 20 年未満

□５ 20 年以上 30 年未満

□６ 30 年以上

問７ あなたの家族構成について教えてください。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 一人暮らし

□２ 夫婦のみ

□３ 二世代世帯（あなたの世代と子供）

□４ 二世代世帯（あなたの世代と親）

□５ 三世代世帯（あなたを含めて三世代） □６ その他（

）

問８ あなたと同居している方で，小学生以下の子どもはいますか。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ いる

□２ いない

．．．．．．
あなたの身近なみどりについておたずねします
問９ あなたにとっての身近なみどりとは何ですか。
※「身近なみどり」とは，あなたのお住まいの近くにあるみどりだけではなく，あなた自
身が身近だと感じているみどりも含めます。

該当する番号にいくつでもチェックをしてください。
□１ 生垣や庭木などの住宅のみどり

□２ マンションなどの集合住宅のみどり

□３ 商店街やオフィス街のみどり

□４ 学校などの公共施設のみどり

□５ 郊外の大型商業施設のみどり

□６ 大きな工場のある工業地のみどり

□７ 街路樹などの道路のみどり

□８ 公園や緑地のみどり

□９

□10 史跡や名勝などのみどり

神社や寺院のみどり

□11 天然記念物などの老木や巨木

□12 家の近くにある自然林

□13 河川や海浜などの水辺

□14 周辺の山地や丘陵地のみどり

□15 田や畑

□16 屋敷林（居久根）

い

□17 その他（
い

ぐ

ね

）
ぐ

ね

※「16．屋敷林（居久根）
」
：屋敷の周囲に防風や防火のために植えた林。
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問 10 現在の身近なみどりの量や質についてどのような印象を持っていますか。
※「質」とは，みどりが持っている機能のことで，具体的には，生活環境を良くする，生
態系を保全する，景観を美しくする，癒し(いやし)になるなどの機能のことです。

該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 量・質ともに十分である

□２ 量は十分だが，質はよくない

□３ 量は不十分だが，質はよい

□４ 量・質ともに不十分である

問 11 あなたがもっと欲しいと思う，身近なみどりは何ですか。
該当する番号を３つまで選びチェックをしてください。
□１ 生垣や庭木などの住宅のみどり

□２ マンションなどの集合住宅のみどり

□３ 商店街やオフィス街のみどり

□４ 学校などの公共施設のみどり

□５ 郊外の大型商業施設のみどり

□６ 大きな工場のある工業地のみどり

□７ 街路樹などの道路のみどり

□８ 公園や緑地のみどり

□９

□10 史跡や名勝などのみどり

神社や寺院のみどり

□11 天然記念物などの老木や巨木

□12 家の近くにある自然林

□13 河川や海浜などの水辺

□14 周辺の山地や丘陵地のみどり

□15 田や畑

□16 屋敷林（居久根）

□17 特にない

□18 その他（

い

ぐ

ね

）

問 12 身近なみどりは市民の皆さまの生活の質を高めるための様々な機能を持っています。
身近なみどりの機能の中で，特にあなたが期待するものは何ですか。
該当する番号を３つまで選びチェックをしてください。
□１ 都市の気温上昇（ヒートアイランド現象など）をやわらげる
□２ 大気を浄化したり，騒音をやわらげたりする
□３ 建築や道路などの，人工的な施設の周辺の景色を整える
□４ 都市に風格や落ち着きを与える
□５ 植物や昆虫，鳥類，小動物などの生物に生息地を与え，生物多様性を保全する
□６ スポーツや野外レクリエーションなどの活動の場を提供する
□７ 休憩などの場所を提供する
□８ 散歩などの場を提供する
□９ 洪水やがけ崩れなどの災害を防止する
□10 火災が起きた際の延焼遅延や拡大防止をする
□11 災害時の避難場所を提供する
□12 生活にうるおいを与え，心をなごませる
□13 その他（

）
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問 13 最近，地球環境問題への関心が高まるなかで，良質なみどりの存在が不動産価値を高
めるといわれ始めています。あなたは，良質なみどりが不動産の価値を高めることがあると
思いますか。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 非常にそう思う

□２ そう思う

□３ あまりそう思わない

□４ そう思わない

問 14

良質なみどりの存在があなたのお住まいの不動産の価値を高めるということであれ

ば，あなたはそのみどりの維持管理活動に参加しますか。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 積極的に参加する

□２ 参加する

□３ あまり参加しない

□４ 参加しない

「杜の都」という言葉について，あなたの意見をおたずねします
問 15 「杜の都」を代表するみどりとして、あなたがイメージするものは何ですか。
該当する番号を３つまで選びチェックをしてください。
□１ 青葉山

□２ 泉ケ岳

□３ 太白山

□４ 蕃山

□５ 奥羽山脈

□６ 青葉山公園（仙台城跡）

□７ 勾当台公園

□８ 台原森林公園

□９

□10 榴岡公園

西公園

□11 七北田公園

□12 青葉通

□13 定禅寺通

□14 名取川

□15 広瀬川

□16 七北田川

□17 海岸林

□18 その他（

）

問 16 「杜の都」という言葉からあなたが思い描く街は，どのようなみどりがたくさんあ
る街ですか。
該当する番号を３つまで選びチェックをしてください。
□１ 生垣や庭木などの住宅のみどり

□２ マンションなどの集合住宅のみどり

□３ 商店街やオフィス街のみどり

□４ 学校などの公共施設のみどり

□５ 郊外の大型商業施設のみどり

□６ 大きな工場のある工業地のみどり

□７ 街路樹などの道路のみどり

□８ 公園や緑地のみどり

□９

□10 史跡や名勝などのみどり

神社や寺院のみどり

□11 天然記念物などの老木や巨木

□12 家の近くにある自然林

□13 河川や海浜などの水辺

□14 周辺の山地や丘陵地のみどり

□15 田や畑

□16 屋敷林（居久根）

□17 その他（

い

）
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ぐ

ね

問 17 「杜の都」という言葉から現在の仙台をみたときに，あなたはみどりの量や質につい
てどのような印象を持っていますか。
※「質」とは，みどりが持っている機能のことで，具体的には，生活環境を良くする，生
態系を保全する，景観を良くする，癒し(いやし)になるなどの機能のことです。

該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 量・質ともに十分である

□２ 量は十分だが，質はよくない

□３ 量は不十分だが，質はよい

□４ 量・質ともに不十分である

これから先の仙台市のみどりのまちづくりについておたずねします
◆樹林地などの自然のみどりの保全について
※樹林地とは，樹木が多く生育しているまとまった土地のことです。

問 18 市街地にある樹林地などの自然のみどりの保全と，都市開発との調和について，どの
ようにしていくべきだと思いますか。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１

必要な開発はやむを得ないが，できるだけみどりを残し，新たなみどりをつく
る努力をする

□２ これ以上の開発は不必要であり，現状維持にとどまらず環境を回復させる
□３ 特に保全する必要はなく，自然の成り行きに任せるのがよい
□４ わからない
□５ その他（

）

問 19 市街地にある樹林地などの自然のみどりの多くは，個人や企業の土地となっています。
これらを保全する方法として，あなたのお考えにもっとも近いものはどれですか。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 個人の土地であっても法律などで土地利用を規制し，開発行為を制限する
□２ 他の行政サービスが減ったり，市民の負担が増えたりしても，行政(税金)で土地
を買い取って保全する
□３

市民・企業・行政が一体となって保全のための基金などをつくり，募金により
土地を買い取って保全する

□４ 個人の土地なので，保全するのも開発するのも個人の意志にまかせる
□５ わからない
□６ その他（

）
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い

ぐ

ね

問 20 市街地や田園地帯に点在する屋敷林(居久根)や社寺林の保全について，どのように
していくべきだと思いますか。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ できるだけみどりを残し，次世代へ継承させていく
□２ 現状維持にとどまらず環境を回復させ，よりよい景観をつくる
□３ 特に保全する必要はなく，自然の成り行きに任せる。
□４ わからない
□５ その他（

）

問 21 仙台市の生物多様性の現状について，あなたはどのような印象を持っていますか。
※生物多様性とは，様々な種類の生物がいたり，多様な生物が暮らす自然環境が豊富にあ
ったりすることなどです。

該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ まだまだ自然豊かで様々な生物がたくさんいる
□２ 自然はまだ残っているが，絶滅しそうな生物もいる
□３ 自然が壊されて，多くの生物が危ない状態になっている
□４ わからない
□５ その他（

）

問 22 生物多様性を保全・回復するために，特に必要な取り組みは何だと思いますか。
該当する番号を３つまで選びチェックをしてください。
□１ 森林や河川などの自然環境の保全
□２ 市街地での生育環境（生物のすみか）の創出
□３ 外来生物による生態系への影響の防止
□４ 絶滅の恐れがある希少な動植物の保全
□５ 市民や市民活動団体，事業者による自然保護活動への支援
□６ 生物多様性を保全するためのルールづくり
□７ 自然観察会や講演会などの学習機会の充実
□８ ホームページや情報誌での情報発信
□９ 特にない
□10 その他（

）
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◆市街地の緑化について
問 23 市街地の緑化を進めるにあたり，どこの緑化に重点を置くべきだと思いますか。
該当する番号を３つまで選びチェックをしてください。
□１ 生垣や庭木などの住宅

□２ マンションなどの集合住宅

□３ 商店街やオフィス街

□４ 学校などの公共施設

□５ 郊外の大型商業施設

□６ 工場

□７ 道路（街路樹など）

□８ 公園や緑地

□９

□10 河川敷や堤防

駅周辺等の人が集まるところ

□11 駐車場

□12 特にない

□13 その他（

）

問 24 市街地のみどりを増やすために行政が行う取り組みで，特に必要なものは何だと思いま
すか。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 緑化義務や開発規制についての法律・条例の強化
□２ 補助金支給や苗木配布などの助成制度
□３ イベントや表彰などの普及啓発
□４ ホームページや情報誌などでの情報提供
□５ 市民活動団体への支援
□６ 特にない
□７ その他（

）

問 25 あなたが緑化活動を行う場合に，行政の支援の中で，特に必要なものは何だと思います
か。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 緑化や園芸の講習会の開催
□２ 緑化技術や緑化制度などの情報の提供
□３ 緑の専門家に質問や相談ができる窓口の設置
□４ 優れたみどりなどに対する表彰
□５ 新緑祭などの緑化イベントの開催
□６ みどりに関する情報誌やホームページの充実
□７ 特にない
□８ その他（

）

-8-

◆公園について
問 26 あなたはお住まいの近くにある公園をどれくらい利用しますか。
※「お住まいの近くにある公園」とは，目安として，歩いて 5 分～10 分程度の場所にある
公園のことです。

該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ ほぼ毎日

□２ 週２～３回程度

□３ 週１回程度

□４ 月１～２回程度

□５ ほとんど利用しない

□６ 近くに公園がない

□７ その他（

問 29 へ進んで
ください

）

問 27 あなたのお住まいの近くにある公園は，どのような役割を持っていると感じていま
すか。
該当する番号を３つまで選びチェックをしてください。
□１ 気候緩和や騒音防止，大気浄化などの都市環境を改善する役割
□２ 人工的な都市の景観を美しくする役割
□３ 植物や昆虫，鳥類，小動物などの生物に生息地を与え，生物多様性を保全する役割
□４ スポーツや野外レクリエーションなどの活動する場所
□５ 健康促進のための散歩や運動をする場所
□６ 子どもを遊ばせるための場所
□７ 近所の人々と語り合うなど，地域コミュニティを育む場所
□８ 犬などのペットを遊ばせる場所
□９ 災害時の避難場所
□10 憩いの場を与え，心をなごませる場所
□11 その他（

）

問 28 現在のあなたのお住まいの近くにある公園の量や質について，どのような印象を持
っていますか。
※公園の「量」とは広さや数のことで，「質」とは施設の整備や管理の状況のことです。

該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 量・質ともに十分である

□２ 量は十分だが，質はよくない

□３ 量は不十分だが，質はよい

□４ 量・質ともに不十分である

9

問 29 あなたのお住まいの近くの公園を整備・再整備する場合に，特に必要なことは何だ
と思いますか。
該当する番号を３つまで選びチェックをしてください。
□１ 高齢者や障害者などが利用しやすいようなバリアフリー化
□２ 見通しを良くするなど，子どもが安全に遊べるような防犯対策
□３ 子どもが遊ぶための遊具の充実
□４ 樹木や芝生など，みどりの充実
□５ 美しい草花が咲いている花壇の整備
□６ 休憩・会話のためのベンチや日陰のある場所の整備
□７ きれいで利用しやすいトイレの整備
□８ 軽い運動や球技，地域の催しなどができる多目的広場の整備
□９ 多様な生物が生息できる，自然の姿に近い樹林の整備
□10 犬を放して遊ばせることのできる施設の整備
□11 学校や公民館，福祉施設などと合わせた一体的な整備
□12 小学校の敷地程度の広さの確保
□13 自宅から手軽に行ける近い場所への公園の整備
□14 特にない
□15 その他（

）

問 30 大規模な公園 に「あったら良い」「便利だ」と思うサービス施設は何だと思います
か。
該当する番号を３つまで選びチェックをしてください。
□１ コンビニエンスストアなどの小売店
□２ テーブルサービス式のレストラン
□３ ファストフードなどの軽飲食店，カフェ
□４ 清涼飲料水，アイスクリームなどの自動販売機
□５ 授乳やおむつ交換，休憩などができる無料屋内スペース
□６ 有料駐車場
□７ 有料のレンタル自転車
□８ 有料のレンタル遊具（例えば，ボールやバドミントンの道具など）
□９ 特にない
□10 その他（

）
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問 31 仙台市全域で，今後増やして欲しい公園はどのような公園ですか。
該当する番号を３つまで選びチェックをしてください。
□１ 日常的な憩いの場となる公園（散策の場，子どもの遊び場）
□２ くつろいだり，ジョギングができる公園
□３ スポーツ施設が充実した公園
□４ 防災機能が充実した公園（災害時の避難場所，救援活動の拠点場所）
□５ 自然とのふれあいや環境教育の場となる公園
□６ 「みどり」に関する相談ができる公園（樹木の見本園や園芸講習会の開催場所）
□７ 歴史的，文化的資源を生かした公園
□８ 水辺と触れ合える公園
□９ 市街地中心部で，買い物客の待ち合わせや休息場となる公園
□10 デイキャンプができる公園
□11 貸し農園や農業体験ができる公園
□12 犬などのペットを遊ばせることができる公園
□13 公害を防止・緩和するための緑地
□14 散歩やジョギングのできる緑道
□15 特にない
□16 その他（

）

問 32 次の行為の内，今後の公園利用を促進するため，一定の条件を定めて認めても良い
と思う行為は何ですか。
該当する番号を３つまで選びチェックをしてください。
□１ 物販市（フリーマーケット，マルシェ，物産市など）の開催
□２ ワゴンやケータリングカーによる飲食物販売
□３ 広告掲出，広告活動
□４ 募金活動
□５ 大道芸
□６ バーベキュー，芋煮
□７ 手持ち花火
□８ 釣り（ため池などがある場合）
□９ BMX（競技用自転車）の使用
□10 スケートボードの使用
□11 特にない
□12 その他（

）
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◆「都心部」と「住宅地」の街路樹について
※「都心部」とは，下図の示す仙台駅を中心とした地区のことで，定禅寺通や青葉通，東二番
丁通などが含まれます。
※「住宅地」とは，都心部以外の一般的な住居地のことです。

問 33 現在の仙台市の都心部，住宅地の街路樹の量や質について，それぞれどのような印
象を持っていますか。
※街路樹の「質」とは，気候緩和などの都市環境を改善する機能や，景観を美しくする機能，
生態系を保全する機能，癒し(いやし)を与える機能などのことです。

「都心部」
「住宅地」各項目それぞれについて，該当する番号に１つだけチェックをして
ください。
問 33-1【都心部】
□１ 量・質ともに十分である

□２ 量は十分だが，質はよくない

□３ 量は不十分だが，質はよい

□４ 量・質ともに不十分である

問 33-2【住宅地】
□１ 量・質ともに十分である

□２ 量は十分だが，質はよくない

□３ 量は不十分だが，質はよい

□４ 量・質ともに不十分である
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問 34 街路樹には，市民の皆さまの生活の質を高めるための様々な機能があります。あな
たが都心部，住宅地で街路樹に期待する機能として，特に重要なものは何ですか。
「都心部」
「住宅地」各項目それぞれについて，該当する番号を３つまで選びチェックを
してください。
問 34-1【都心部】
□１ 気候緩和や騒音防止，大気浄化などの都市環境を改善する機能
□２ 人工的な都市の景観を美しくする機能
□３ 植物や昆虫，鳥類，小動物などの生物に生息地を与え，生物多様性を保全する機能
□４ 日差しや雨などから歩行者を守る機能
□５ 雨を集め，地下に雨水を誘導する機能
□６ 火災が起きた際の延焼遅延や拡大防止の機能
□７ 運転手や歩行者の心をなごませる機能
□８ 紅葉や開花，芽吹きなどによって季節感を与える機能
□９ 車道分離や運転手の視線誘導，事故の際の衝撃緩和など交通安全を高める機能
□10 その他（

）

問 34-2【住宅地】
□１ 気候緩和や騒音防止，大気浄化などの都市環境を改善する機能
□２ 人工的な都市の景観を美しくする機能
□３ 植物や昆虫，鳥類，小動物などの生物に生息地を与え，生物多様性を保全する機能
□４ 日差しや雨などから歩行者を守る機能
□５ 雨を集め，地下に雨水を誘導する機能
□６ 火災が起きた際の延焼遅延や拡大防止の機能
□７ 運転手や歩行者の心をなごませる機能
□８ 紅葉や開花，芽吹きなどによって季節感を与える機能
□９ 車道分離や運転手の視線誘導，事故の際の衝撃緩和など交通安全を高める機能
□10 その他（

）
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問 35 街路樹の管理について，あなたのお考えにもっとも近いものはどれですか。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 毎年多額の費用が掛かっても，剪定等の管理を実施して，樹形を整えるべき
□２

数年に１回程度の強い剪定を行い，一時的に樹形が乱れても現在植栽されてい
る樹種を活かすべき

□３

植樹ますの大きさや電線の位置などの生育環境に合わせ，中木や低木に積極的
に植え替えるべき

□４

膨大な手間と費用をかけて，街路樹を植栽したり，維持管理したりする必要は
ない

□５ わからない
□６ その他（

）

◆河川について
問 36 現在の仙台市全域の河川について，身近に感じますか。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 非常に身近に感じる

□２ 身近に感じる

□３ あまり身近に感じない

□４ 身近に感じない

問 37 市民の皆さまが，水辺の空間を利用するために，今後の河川区域の整備に，特に必
要なものは何だと思いますか。
該当する番号を３つまで選びチェックをしてください。
□１ 水辺に近づきやすくするための通路や駐車場の整備
□２ 川の近くのトイレや手洗い場の整備
□３ 日よけ，日陰のためのあずまや等の整備
□４ 軽い運動や球技，地域の催しなどができる多目的広場の整備
□５ ボート乗り場や釣りができる場所の整備
□６ 散策やジョギング，サイクリング等ができる場所の整備
□７ 多様な生物が生息できる自然環境に配慮した整備
□８ 水辺とふれあえるイベントや啓発活動の充実
□９ 特にない
□10 その他（

）
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みどり豊かなまちづくりへの参加についておたずねします
．．．．
問 38 あなたがみどり豊かなまちづくりのために，実践している活動は何ですか。
該当する番号にいくつでもチェックをしてください。
□１ 自宅のベランダや玄関先を花や鉢植えで飾る
□２ 自宅の塀を生垣にしたり，庭木を増やす
□３ 自宅の壁や屋上を緑化する
□４ 学校や公民館，歩道などに花を植える
□５ まちづくりの計画や公園の計画づくりに参加する
□６ 身近な公園・道路・河川などの除草清掃活動を行う
□７ 近くにある森林や樹林地などの維持・管理
□８ みどりに関する基金などの募金に協力する
□９ みどりに関する講座やイベントなどに参加する
□10 家庭菜園をつくる
□11 地域住民同士で緑化やみどりの保全に関するルールをつくる
□12 特にない
□13 その他（

）

．．．
問 39 あなたがみどり豊かなまちづくりのために，実践したい活動は何ですか。
（現在，実践している活動で，今後も継続したい活動も含めてお答えください）
。
該当する番号にいくつでもチェックをしてください。
□１ 自宅のベランダや玄関先を花や鉢植えで飾る
□２ 自宅の塀を生垣にしたり，庭木を増やす
□３ 自宅の壁や屋上を緑化する
□４ 学校や公民館，歩道などに花を植える
□５ まちづくりの計画や公園の計画づくりに参加する
□６ 身近な公園・道路・河川などの除草清掃活動を行う
□７ 近くにある森林や樹林地などの維持・管理
□８ みどりに関する基金などの募金に協力する
□９ みどりに関する講座やイベントなどに参加する
□10 家庭菜園をつくる
□11 地域住民同士で緑化やみどりの保全に関するルールをつくる
□12 特にない
□13 その他（

）
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問 40 東日本大震災後（震災後１年程度まで）と現在で，みどり豊かなまちづくりについて
気持ちの変化はありますか。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 何かしたいという気持ちが強まった

□２ 興味が湧くようになった

□３ 以前も現在も同様に実践している

□４ 以前も現在も同様に実践していない

問 41 あなたが，みどり豊かなまちづくりの活動に参加するための条件は何ですか。
該当する番号を３つまで選びチェックをしてください。
□１ 活動のための時間や期間を自由に選べること
□２ 同じ目的を持った仲間がいること
□３ 活動に関する情報が得られること
□４ 参加を呼びかける団体や世話役がいること
□５ 活動に必要な知識や技術を習得する機会があること
□６ 活動に必要な道具の提供があること
□７ 助言や指導を行う専門家や地域のリーダーがいること
□８ 活動の拠点となる施設があること
□９ その他（

）

問 42 みどり豊かなまちづくりのためには，市民・市民活動団体・事業者・行政がそれぞ
れの立場で，お互いに協力していくことが重要です。そのために最も重要なことは何
だと思いますか。
該当する番号に１つだけチェックをしてください。
□１ 緑化に取り組みやすくなるような政策づくり（体制の整備）
□２ 市民への情報提供の充実
□３ 計画づくりなどに参加する機会
□４ 市民・市民活動団体・事業者・行政が連携した事業の展開・推進
□５ 資金・資材・人材の支援
□６ わからない
□７ その他（

）

- 16 -

青葉山公園についておたずねします

青葉山公園の追廻地区に「
（仮称）公園センター」の整備を計画しています。
「
（仮称）公園センター」は青葉山公園の玄関にあたります。
公園のビジターセンターとして，周辺施設の案内や飲食ができる休憩の場を提供すると
ともに，藩政時代からの仙台の歴史・文化について，来訪者に情報発信する場として利用
していく計画です。
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問 43 （仮称）公園センターの機能や役割について，重要と思われるものは何ですか。
該当する番号にいくつでもチェックをしてください。
□１ 青葉山公園・周辺施設の案内（公園内イベント・仙台市博物館など）
□２ 市内観光施設の案内
□３ 伊達家ゆかりの施設の案内（瑞鳳殿・大年寺山公園など）
□４ 仙台城の歴史解説
□５ 追廻地区の遺構解説（片倉屋敷跡など）
□６ 仙台のお祭り紹介（青葉まつり・七夕まつりなど）
□７ 観光・歴史ガイドの拠点
□８ 手づくり体験（七夕飾りなど）
□９ みどりの情報提供（市内の公園・みどりに関するイベントなど）
□10 レストラン
□11 気軽に利用できるカフェ・軽食店
□12 観光・散策時の休憩所
□13 日常品の販売店（コンビニエンスストアなど）
□14 仙台みやげ・名産品の販売店
□15 イベントが開催できる多目的スペース
□16 茶室
□17 研修室
□18 その他（

）

その他「みどり」に関するご意見・ご要望などがあれば，ご自由に記入してください。

調査は以上で終了です。
ご協力誠にありがとうございました。
ご回答いただいた内容は，みどりの基本計画の中間評価の参考とさせていただきます。
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