
仙塩広域都市計画事業
仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業

竣工記念誌



仙塩広域都市計画事業
仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業01 02竣工記念誌

03　　事業概要・土地利用計画
05　　整理前後の状況
07　　事業のあゆみ
09　　公共施設整備状況
11　　特色あるまちづくり
13　　現在の街の様子

目次

　仙台都市圏南部の広域拠点であります長町地域並びに隣接の富沢地域は、
これまで多くの土地区画整理事業により、まちづくりが進められてきたとこ
ろです。
　昭和62年の仙台市営地下鉄南北線の開業時には、太白区役所周辺約
150haの「富沢長町地区」がまちづくりを終え、また、一昨年には「あす
と長町地区」約82haが新たな拠点と生まれ変わりました。
　ここ「富沢駅周辺地区」は、地下鉄富沢駅を中心に交通結節点機能の強化
を図りながら、駅周辺地域の良好な市街地の形成を図るため、平成７年１
月、48.3haの土地区画整理事業に着手し、今般、約22年の歳月をかけまし
て、基盤整備を終え、竣工を迎えることができました。
　この間、地区の７割におよぶ埋蔵文化財包蔵地の発掘調査を行いながら、
多くの建物の移転や造成工事など事業を進めるなかで、関係する権利者の皆
様には、長期にわたり、ご協力をいただき誠にありがとうございました。
　現在、まちの様子は、住宅の建築や商業・医療施設等の立地が進み、日々、
まちの賑わいが創出されているところですが、本市は、今後も、これまで地
域の皆様が大切に守り育んでこられました歴史と文化を生かしながら、賑わ
いにとんだ魅力あるまちづくりを、地域の皆様と一緒になって取り組んで参
ります。

	 平成28年10月22日

	 仙台市長　　奥　山　恵　美　子

竣工によせて
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　富沢駅周辺地区は、ＪＲ仙台駅の南約５kmに位置し、仙台市高速鉄道南北線（昭和62年７月
開業）の南の起終点駅である富沢駅を中心とする地区です。
　本地区の北側から南側は３地区の組合施行（S48～H12）の土地区画整理事業区域に接し、県
道仙台館腰線及び一級河川の新旧の笊川に囲まれた約48.3haの地区です。

　富沢駅周辺地区は、仙台都市圏南部の広域拠点である長町地区に近接し、地下鉄富沢駅周辺の
良好な市街地空間の形成を図る地区として位置づけられています。
　このため、地区内の都市計画道路５路線や駅前広場、公園等の公共施設を整備し、恵まれた自
然に配慮して周辺との整合をとりながら、東西及び南北交通の円滑化、宅地の利用増進により、
健全な市街地の形成を図ることを目的に事業を進めました。

事業の名称　　仙塩広域都市計画事業仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業
施　行　者　　仙台市
施 行 面 積　　約48.3ha
施 行 期 間　　平成６年度～平成33年度（清算期間５年間含む）
事　業　費　　約３０２億円
減　歩　率　　平均約25.8％（公共減歩約22.7％、保留地減歩約3.1％）
計 画 人 口　　約5，000人

区　　　分
施　　行　　前 施　　行　　後

面 積（㎡） 割合（％） 面 積（㎡） 割合（％）

公共用地

道　　　路 34,474 7.1 137,094 28.4
公園・緑地 1,371 0.3 18,535 3.8
河川・水路 38,713 8.0 11,808 2.4
公共用地計 74,558 15.4 167,437 34.6

宅　　地
民　有　地 301,079 62.3

── ──
公　有　地 40,521 8.4
宅　地　計 341,600 70.7 302,986 62.7

保　留　地 ── ── 12,782 2.7
測 量 増 減 67,045 13.9 4 0.0

合　　　　計 483,203 100.0 483,209 100.0

※第７回事業計画変更（平成27年10月14日公告）

施行地区の位置

事業の目的

事業概要

土地区画整理の施行前・施行後の土地利用

土地利用計画図

◎富沢駅周辺地区
　一般住宅、中高層の住
宅地の他、地域商業の
サービス業の拠点として
の土地利用を図ります。

◎幹線道路の沿道
　幹線道路の沿道は、
沿道サービス型の店
舗・事務所・中高層
住宅地が併設した土
地利用を図ります。

◎公益施設
◯コミュニティセンター
◯老人福祉センター
◯障害者支援施設
◯児童館、保育園

◎一般住宅地区
　地下鉄富沢駅に至近
という立地条件を活か
し郊外住宅地としてゆ
とりある住居系中心の
土地利用を行います。

凡　例
施行地区界
骨格（軸）
歩行者ネットワーク
道路
特殊道路
公園・緑地
富沢駅
小学校
公益施設



富沢駅東側の市道

住宅地内の市道 住宅地隣接の農地
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整理前の状況（平成６年１月） 整理後の状況（平成28年１月）



旧町名・町界
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昭和62年７月
　地下鉄南北線の開業

昭和62年～平成元年
　区画整理Ａ調査・Ｂ調査の実施

平成元年９月
　第１回富沢駅周辺まちづくり懇談会開催

平成２年～平成４年
　まちづくり説明会開催

平成５年12月
　都市計画決定

平成６年１月
　富沢駅周辺開発事務所発足

事業のあゆみ

昭和62年～平成６年
平成７年～平成１6年

平成１７年～平成26年
平成2７年～平成2８年

平成19年10月
　第１回保留地分譲

平成21年12月
　富沢駅歩行者
　立体横断施設完成

平成22年10月
　郡山折立線開通
　（富沢四丁目地域）

平成24年６月
　郡山折立線開通
　（大野田地域）

平成26年３月
　富沢駅東口
　駅前広場完成

保留地処分状況
　H19　６区画
　H21　４区画
　H22　３区画
　H23　６区画
　H24　10区画
　H25　４区画
　H26　12区画
　H27　７区画
全52区画処分済み
公募抽選の最高倍率
は277倍	まちづくり懇談会

まちづくり説明会

地下鉄南北線の開業式（富沢駅）

評価員会

審議会

文化財発掘調査（Ｈ６～Ｈ25）

事業計画変更説明会（第６回変更）
※H１第１回変更、H11第２回変更、
　H17第３回変更、H22第４回変更、
　H26第５回及び第６回変更

第１回保留地公募抽選会

富沢駅東口駅前広場完成式

新町名・町界
（H28.6.18〜）

平成27年３月
　造成工事完了
　（使用収益開始100％）

平成27年10月
　新たな町名・町界決定（市議会）
　第７回事業計画変更

平成28年３月
　換地計画の決定
　（換地処分の通知）

平成28年６月17日
　換地処分の公告

平成28年９月
　清算事務開始

平成28年10月
　事業竣工式典挙行

※平成29年３月（予定）
　富沢駅周辺開発事務所閉鎖

平成７年１月31日
　事業計画決定

平成７年５月
　第１回土地区画整理審議会開催
　（H28まで86回開催）

平成８年１月
　第１回評価員会開催
　（H27まで19回開催）

平成９年
　造成工事着工

平成10年２月
　第１回仮換地指定

平成11年12月
　地区計画決定
　（富沢駅周辺地区	47.3ha）
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　道路などの公共施設の整備計画は、幹線道路及び補助幹線道路である都市計画道路や駅前広場
を根幹とし、土地利用に併せて区画道路を段階的に配置し円滑な交通処理を図っております。
　さらに、歩行環境の快適さに考慮し、公園・緑地及び公益施設等を連結させる歩行者ネット
ワーク空間（緑の空間創出、街路樹は住民アンケートから花や実のなる樹木を選定）の創出を
図っております。

道路、公園・緑地等の整備状況

■　おもな道路等　　都市計画道路５路線（W=16～40m・L=2,722m）
　　　　　　　　　　富沢駅前広場（A=4,000㎡）
■　公　園・緑　地　　街区公園７カ所（A=15,839㎡）／緑地３カ所（A=2,696㎡）

幹線道路
郡山折立線（W=40m）
中央分離帯はケヤキ並木

補助幹線道路
大野田線（W=16m）
街路樹（中木）はソヨゴを植樹
開花期は５～６月頃で，
秋に赤く熟した実をつける

郡山折立線
広い歩行等空間確保
歩道街路樹（中木）はハナミズキ
花期は４月下旬～
５月上旬で白色

区画道路（W=12m）
広い歩行等空間確保　
街路樹（低木）はヒペリカム	ヒデコート
さわやかな色の葉が密生して大株になり，
５～６月に大きな花をつける

富沢駅東口駅前広場
（地下鉄富沢駅２階デッキへ接続
する歩行者立体横断施設を整備）

１号公園（名称は大野田六反田公園）
大野田小学校北側に位置し遊具を配置

５号公園（名称は大野田イコタ公園）
新笊川の桜並木を取り込んだ整備

６号公園（名称は大野田千刈田公園）
地区内最大の面積（約6,000㎡）
完成予想図（整備中）６号公園内に土地

区画整理事業の竣
工記念碑を建立
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歴史遺産等を活用した特色あるまちづくり

既存の樹木（緑）を活用したまちづくり

　富沢駅周辺地区の７割が文化財包蔵地（遺跡や遺物などの文化財が埋蔵されている土地）でした。
　平成６年度から平成25年度にかけて発掘調査（遺跡を保全できない道路部分などの記録を保
存）を行った結果、さまざまな遺跡や出土品が確認されました。
　この貴重な遺産をご案内するため「文化財歴史散策路」を設定し、地区内に２カ所の「総合案
内板」と14カ所の「説明板」を設置しました。

駅前広場の総合案内板

　新笊川堤防の「桜並木」と旧笊川隣接の「大ケヤキ」の活用を図るため、「桜並木」は園路や
芝生広場と併せて、「大ケヤキ」は市の保存樹木に指定のうえ、それぞれ緑地として整備・保全
しました。

総合案内板

⑩　春日社古墳説明板

⑤　大野田遺跡説明板

⑧　王ノ壇古墳・王ノ壇古墳古碑群説明板

２号緑地の大ケヤキ（旧笊川遊歩道沿線）１号緑地の桜並木（新笊川沿線の既存樹木）

　春日社古墳からは「革盾」が
出土しました。
　古墳は５世紀後半から６世紀
初頭頃に築造されたものと考え
られ、古墳時代の革盾が出土し
たのは東北地方で初めてです。

　県道仙台館腰線の工事に伴う発掘調査により、王ノ壇古墳（区画整理地区内の西側半分が一部残
存の状態であった）が確認されたため、表面覆土を行い、６号緑地として保存整備しました。

　大野田遺跡では、縄文時代後期（約
3500年前）の遺構から、「環状集石
群」が発見されたほか、顔がハートの形
をした「ハート形土偶」と呼ばれるもの
などが出土しました。

王ノ壇古墳に覆土し整備した６号緑地
（名称は大野田王ノ檀緑地）

竣工記念碑裏面
（「革盾」の文様を表現しました）
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　土地区画整理事業による基盤整備に
伴い、富沢駅周辺地区の現在の人口は
約3,500人（H7当時は約2,300人）
に増加し、近年は、商業・医療福祉施
設の立地が進んでおります。
　店舗の立地数は、主に駅前地域や幹
線道路沿線に平成16年頃から約30店
舗が、医療・福祉施設は、平成21年
頃から11施設が立地しております。
　また、既存も含め10カ所の公益施
設が立地し、良好な市街地が形成され
ております。

現在の街の様子

新笊川桜並木

住宅地の様子

富沢駅東口駅前広場及び周辺の商業施設等
地区北東側の住宅地及び
大野田小学校と公益施設

地区南西部の補助幹線道路及び新笊川沿線の様子 地区南東部の補助幹線道路及び県道沿線の様子



都市整備局 市街地整備部 富沢駅周辺開発事務所
〒982-0011	仙台市太白区長町三丁目７番13号
	 仙台長町ビル３階
	 http://www.city.sendai.jp/ 平成28年10月


