
来場者集計

会社員

49%

公務員

13%

学生

11%

自営業, 5%

会社役員, 5%

フリーランス, 4%

アルバイトまたは無職

4%
その他

9%

職業

仙台市青葉区

40%

仙台市宮城野区

4%
仙台市若林区

15%

仙台市泉区

16%

仙台市太白区

18%

その他

7%

居住地

15～19歳, 2%

20～24歳

13%

25～29歳

29%

30～34歳

13%

35～39歳

9%

40～44歳

11%

45～49歳, 7%

50～54歳, 7%

55～59歳, 2%

60～65歳, 5%

66歳～, 2%

年齢

性別 女性

38%

性別 男性

62%

性別

●来場者は全45名
●年齢層は、20代後半が３割と最多
●男性が６割
●会社員が半数。その他、幅広い職業の方が参加
●青葉区在住者が４割と最多
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1



10代 40代20代 30代 60代50代

都会

田舎、
自然、
気候

住、働、
学、文化
、活動

●丁度いい。程よい商業施設
少し外れると一気に田舎

●車が多い

交通

●程よい。
派手過ぎず不便過ぎず

●住みやすいがエンタメ少ない

●起業家の支援に注力してる

●仙台を盛上げる取組がある。
一方若者の動きはまだまだ。

●中心部のみに注目されている

●程よく都会、程よく田舎

●コンパクトに集中。
少し離れれば田園の風景

●街中は便利、夜も静かで快適
しかし自動車が多く渋滞等の
課題

●住みやすい

●中心地は比較的歩きやすい街。
アーケードや大通りは楽しく
歩ける。しかし中心地以外は
交通が不便

●幅広い世代が住みやすい。
都心と自然が近い。
学生が活動できる場が少ない

●飲食、イベント多いが、
少し離れれば自然もある

●田舎過ぎず都会過ぎず。
お祭り好きな人が多いまち

●都会も田舎も味わえて快適。

●住みやすいが面白味に欠ける

●コンパクトで住みやすい

●まだまだチャレンジできる

●牛タン、海鮮、被災地という
食べ物のイメージが先行。
まちのイメージがパッと浮かば
ない

●コンパクトで便利なまち

●コンパクト。中心以外は過疎
の印象

●緑が多いまち

●都市でもあり田舎でもある

●ムラがある。起業しやすい一
方、縦割りを重んじる

●田舎過ぎず都会過ぎず

●住みやすいが、子連れで街中
に出かける際に気軽に休める場
所がない

●良くも悪くも仲間意識が
強い街

●住みやすい街

●気候が良い。
一方、支店経済に慣れ切って
他所に事例を求めがち

●清潔感がある

●とても住みやすい。
しかし情報発信がない

●とかいなか

●人やまちのスケールがほどよ
い

●一つになれそうで一つになれ
ない

●コンパクト

●生活しやすい。一つの方向性
に向かって取組んでいない

●新しいことに興味はあるけど
遠くから観察する感じ

●楽しみと不安。うまく順応で
きる人とできない人が混在

●ほどほど都会

●まだまだ足りないものだらけ

●暮らしやすい。東北の中心に
安住

Q．現在の仙台市はどのようなまちだと思いますか。

●市民主体の街づくりが始まり
つつある街

男性回答 女性回答凡例： ポジティブ意見 ネガティブ意見 中立な意見

住み心地は良い。
活動が足りない。
交通の不便さが気になる。

住み心地は良い。
仙台らしさが分からない。
起業層や子育て層がやや
不安

住み心地は良い。
地域の一体感、情報発信、
リニューアルの不足を感じる

学生、新卒 子育て、企業、中堅 リーダー、定住
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まち
全般

過ごす

交流
賑わい

●古いお店がいっぱいあり、
そこをめぐれるまち

その他

Q．あなたが考える「魅力的なまち」とは、どのようなまちですか。自由にお書きください。

会社員 公務員
自営業・会社役員・
フリーランス

アルバイト・無職・その他

●まちの人が自分らしい生き
方ができる街

●コンパクトシティ

●経済で地域住民が幸せにな
る街

●面白そうな事、チャレンジ
をやってみたいと言いやすい
空気、雰囲気。

●人が温かい

●仙台にいることを誇りに
思って働いていること

●チャレンジしている人が多
い

●魅力的な＝この場所に来た
ことかない人が憧れるまちだ
と思っていましたが、住んで
いる人が自慢できるまちだと
思います！

●ポケットパークなどが点在
していて遊びながらぶらぶら
と街歩きできるようなまち。

●真の意味で官民協働。立場
を良い意味で重んじない待ち
になると良い

●独自性を持った街。
●美術など、文化にたくさん
触れられる町。遊び飽きない
町。景観の美しい町。

●人が集まる

●自由空間が沢山ある街

●世界ブランドを目指す

●女性が夜も安心して歩ける、
楽しいまち

●人がすみやすい、サービス
がよい街

●銭湯が多い町

●個々人がそれぞれに自由に
過ごせる。

●誰かに紹介したくなるまち
いいところも悪いところも。

●広く景観の良い道であるこ
とや、魅力的な店を発見する
楽しみのある通りがあり、友
人等と散歩したくなるまち。
四季を感じられるまち。日常
生活の中で人との関わりが多
いまち。

●居場所がある、行きたくな
るまち

●他と比べず、地域の価値を
地元の人間が意識している。
それを大切に（守る、発信す
る）できるまち。

●住みやすさ・過ごしやすさ
があるとうれしいです

●市民優先の考えを持った街

●みんな取り残されず楽しく
生きてるイメージ

●若者主体でもいいが、高齢
化社会への対応、サービス

●個人が自由に活動でき、時
には協力することができる街。
生活困窮者がおらず、笑顔が
溢れている街。

●らしさで人を呼べるまち

学生

●利便性がある

●人が多く行き交う

●住民への支援が手厚い
人が多く集まる場所がある

●そこに暮らす人々がいつも
楽しそうなまち

●多様性が認められ、それを
自由に発信し共感を得られて
いるまち。既存のものを大切
にしつつ、新たなことも取り
入れ、まちの1つとしていける
こと。

●住む人が笑顔で健康に過ご
せるまち。誇りをもてる自慢
できるまち。機能性よりも人
との繋がりを感じられるまち。

●性別年齢問わす笑顔があふ
れるまち

●新しいチャレンジに対して
寛容なこと、応援してくれる
街

●まちに暮らす人々が自分た
ちのまちの魅力を理解してい
て発信し、自分たちが一番楽
しんでいる文化が根付いてい
るまち

●用事がなくてもふらっと出
かけられる。自然が多い。清
潔。人混みが分散している。
交通機関がわかりやすい。行
政機関がわかりやすい。

●どんな属性の人でも街中に
行きたいと思える場所があり、
居心地がよく、気軽に交流が
できる街。変わらないものと
新しさを同時に感じられる街

●目的がなくてもふらっと来
れるまち

●個々でアイデアを持ってい
る人が気軽に挑戦できるよう
な環境が整っているまち。た
くさんの人が気軽にまちづく
りに関われるまち。

●Think globally, act locally.

男性回答 女性回答凡例：
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イベント・
活動

休憩

交通

Q．あなたが青葉通で楽しみたいこと、したいことを自由にお書きください。

●商店街の人たちに協力しても
らって、通りに参加型ワーク
ショップをひらく

●新しいモビリティ（電動トゥ
クトゥクなど）の走行

●道路にお絵描き●都会らしいハレの場の充実

●木工系の工芸やアートの展示
会等

●今の青葉通駅前公園化はナン
センス。もっと高い発想力が必
要！

●デジタル動物園

●駅前でキャンプ、焚き火（直火じゃなくても）

●『あおぞらコワーキング』
リモートワークス、ワーカー
ションの普及、太陽光（の力を
借りた）イノベーション
まち全体がサテライトオフィス
化

●青空オフィス

●アートワークショップ

●仙台駅ー西公園を歩くことを
目的にできる。欅並木や小さな
素敵なお店などをゆったりと巡
ることで、心地よくなれる。

●ふらっと立ち寄れるスペース

●新しい知り合いを作るイベン
ト。ものとひとが集う仕掛け

●仙台を舞台にしたマンガやア
ニメ作品の展示会、コスプレ、
オリジナル創作のフリーマー
ケット

●定期的にイベントが行われて
人が集まる機会がある。有名人
がくるトークセッションや交流
イベント

●焚き火キャンプ

●ビジネス系の人が多い印象な
ので、仙台のいろんな会社の展
示会（屋内or屋外）

●空き時間や遊んでいる時に一
息つけるようなフリースペース

●流行があるひと

●魅力的な人と待ち合わせ

●異業種交流

●土日は歩行者天国

●歩道がもっと広く、芝生に
なっていて、裸足で歩ける！
花も緑も綺麗でたくさん陽が入
る明るい通り

●青葉通に面したホテル (特に
芭蕉の辻付近に)

●Worlds foods & music day 仙台でグローバルな
旅行・経験

●青葉通り公園化。買い物に疲
れたら気軽に休憩したい。（駅
前のカフェなどは埋まってて座
れない）

●インスタレーション企画 ●音楽、ビジュアル（プロジェ
クションマッピング、デジタル
サイネージ）。ゆったり過ごす。

●同テーマの小さな店（北欧家
具、古着屋等）が集まった横丁

●歩けば目新しいものを。

●定禅寺通りは、ジャズがある
ので、青葉通りでは、ウェルネ
スイベント。

●沿道建物と連続的につなかっ
た道路空間でプレーパークがあ
り、子どもがわいわい遊んび、
その周りで親がビールやコー
ヒー飲みながら見守る。

●緑や自然を感じられる空間。
駅前～西公園まで緑の連続性が
ある風景

●青葉通で毎週地域毎に出店を
し、魅力を発信していくイベン
ト(飲食店、名産品、物品なん
でも)

●トラッド屋台
一箱古本市 居酒屋ラリー

●マイクロモビリティ（電動
キックボード等）で誰でも自由
に回遊できるまち

●通りで寝転んでみたい。欅の
下で日向ぼっこ

●バーベキューとか焚き火●音楽フェス、屋台村、街コン、まちなかキャンプ、
ビアガーデン、キャンプのやり方講習会、一部のス
ペースを貸し切って自由にイベントや出店

●外国人と国際交流、多国籍料
理イベント、同年代、同じ趣味
を持った人たちが繋がる、集ま
る、多様なコミュニティ

●街中でテントサウナを設置し
て整いたい。街の喧騒の中で裸
になって（水着等着用）自身の
身体感覚を取り戻すイベント。

●コロナを気にせず過ごしたい

会社員 公務員
自営業・会社役員・
フリーランス

アルバイト・無職・その他学生

男性回答 女性回答凡例：

仕事

●飲食・キッチンカー

●似顔絵屋さんやアクセサリー
ショップなどの露店。クリエイ
ターや登録のデザイナーに縁の
あるものが売られる。

●小さな祭り

●屋外シネマ

●まちなかロープウェイで青葉
通から西公園、そして仙台城へ。

●防災×環境ストリート

●青葉通デジタルストリート構
想

●子供の遊び道具などを通して宮城や東北の木材を
知る機会の提供。寒い日も楽しめる工夫（火を囲む
等）

●誰もが意見を出し、街をアップグレードするコン
テストやミーティング

●子供が安心して遊べ、親がく
つろげる場の提供

●音楽や演劇を屋外空間で楽しめる場所

●昼寝

●異業種交流

●会話できる場

●バリアフリー

●地域または東北の魅力を知る
プロモーション

●ワーケーション

アート

音楽

体験

交流

自然
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