
みんなのせんだい未来づくり

市民意見一覧



番号 大分類 小分類 個人ワーク①：私が考える仙台の未来の姿

1 学び（学都） 子育て・教育 ・子供の教育格差をなくすように、場所や人材を有効活用するシステム作り。

2 学び（学都） 子育て・教育
・創造（想像）的な思考を持ち、生きる力（行動力）のある子供を育て（子育て）、
それを実現することに行政がすばらしい判断力をもってサポートしてくれる杜の都。

3 学び（学都） 子育て・教育 ・教育と福祉が充実した街。

4 学び（学都） 子育て・教育
・教育制度が以前より変わった！！子供達が笑って過ごせる町づくりを見てみた
い！！

5 学び（学都） 子育て・教育 ・教育制度・・・道徳教育→伊達文化を。

6 学び（学都） 子育て・教育 ・教育（子育て世代の親を含む）支援がしっかりしている仙台であってほしい。

7 学び（学都） 子育て・教育 ・子供が自由に学べる仙台。

8 学び（学都） 子育て・教育 ・イジメのない仙台。

9 学び（学都） 生涯学習 ・意識の高揚が大事ですが、伊達文化に頼りすぎないようにする。

10 学び（学都） 生涯学習
・四ツ谷用水の遺産を残した桜川が復活する。小川が街をゆきとどくビオトープのあ
る都市になって欲しい。

11 学び（学都） 生涯学習

・段階的に中学校区に地域図書館を増やしたら良い。
・図書館には専門職制を実現し、大学、国際センター、他の専門機関と連携して、国
際的な文化都市実現を目指してほしい（日本語教育など盛んにする）。
・ゆくゆくは魯迅、藤野記念館、仙台市中央図書館を建てる。観光客が増大する、国
際交流のアジアの拠点にもなる。

12 学び（学都） 生涯学習 ・30年後も文化を大事にし、残し伝えている都市。

13 学び（学都） 学都
・若者がもっと仙台を選択し、根差して働ける街。魅力的な働き口を増やす。アピー
ルする。

14 学び（学都） 学都
・仙台の魅力を発信する。ベンチャー企業を応援する。仙台⇒若者がチャレンジしや
すい街。

15 学び（学都） 学都
・学生と地域が助け合う仙台→仙台でいいではなく、「仙台がいい」で住みたいまち
へ。

16 学び（学都） 学都 ・高齢者に優しく、若者も仕事で定着する魅力ある都市になってほしい。

17 学び（学都） 学都 ・子どもに、高齢者に優しく、また志のある若者が集まる街になってほしい。

18 学び（学都） 学都
・私は30年後の仙台では学生がとどまり、いじめがなく、仕事の多様性があればいい
なと思います。

19 学び（学都） 学都 ・若者が元気に働ける街。

20 学び（学都） 学都 ・学生がまちづくりに参加し、よりよい仙台市を造っていく都市。

21 学び（学都） 学都 ・学生が定着したいと思えるような街づくり。

22 学び（学都） 学都 ・若者達が住みやすい街。

○　個人ワーク①
　　「私が考える仙台の未来の姿」
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番号 大分類 小分類 個人ワーク①：私が考える仙台の未来の姿

23 学び（学都） 学都 ・若者が地元で起業し、世界に貢献している仙台。

24 学び（学都） 学都 ・若者が集まる街（全国から世界から）。

25 学び（学都） 学都 ・30年後に若者にも活躍に。

26 共生（多様性） 地域生活支援
・すべての人が平等に自由に意見を言え、助け合いのコミュニティーがたくさんある
街になりたい。

27 共生（多様性） 地域生活支援
・夫婦、子ども、家族が仲良く仙台が人間らしい生活をしていける30年後であってほ
しい。

28 共生（多様性） 地域生活支援
・拡大増強はせずとも今の良い所を伸ばし、今の不便なところを少しでも改善した仙
台ならば、それだけで10倍住み良い仙台にできる。そんな仙台で人生をまっとうした
い

29 共生（多様性） 地域生活支援 ・老人にやさしい街。

30 共生（多様性） 地域生活支援
・高齢になってもしっかり自分で歩けるような町づくり。そのためには食の大切さを
勉強して！

31 共生（多様性） 地域生活支援 ・子供も大人も体も心も健康な仙台であってほしい。

32 共生（多様性） 地域生活支援 ・今のいいところに残しつつ、住みやすい街へ。

33 共生（多様性） 地域生活支援
・30年後の仙台の理想を述べても実現出来ないと思います。生きていません。在宅介
護に力を入れて。82才の老人より。AIが進む時代は先がわからない。

34 共生（多様性） 地域生活支援 ・健康な高齢者が多い街。

35 共生（多様性） 地域生活支援 ・子供達、高齢者が安心して暮らす事ができる仙台でありたい。

36 共生（多様性） 地域生活支援 ・子どもから高齢者までみんなが心豊かに楽しく安心して暮らせるまち。

37 共生（多様性） 地域生活支援 ・一人一人がイキイキ働き、支え合う仙台！！

38 共生（多様性） 地域生活支援 ・ひとり暮らしでも心は独りではない仙台。

39 共生（多様性） 地域生活支援 ・0才から100才まで笑顔のあるまち仙台。

40 共生（多様性） 地域生活支援 ・介護制度の充実※仙台で死ぬためには必要。

41 共生（多様性） 地域生活支援
・老人・若者の支え合いがある街作り。
・社会保障制度をしっかりと→仙台の制度を。

42 共生（多様性） 地域生活支援 ・老人が安心して暮らせる。

43 共生（多様性） 地域生活支援 ・100才まで生きられる（健康で）健康都市になって欲しい。

44 共生（多様性） 地域生活支援 ・高齢者が健康でイキイキと生活できる仙台→ピンピンコロリ仙台。

45 共生（多様性） 地域生活支援
・高齢者が生き生きと暮らし、自分らしい人生を納得して生きる人が増える仙台
に！！

46 共生（多様性） 地域生活支援 ・住み続けられる仙台。

47 共生（多様性） 地域生活支援
・（金髪の）夫婦子孫と一緒にBBQをしている。そこで自分の来た道、経験を話す
家。仙台地域に文化都市としての美術館、ミュージカルが毎週楽しめる。医療・介護
がすぐできている町（英語、スワヒリ語で）。
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番号 大分類 小分類 個人ワーク①：私が考える仙台の未来の姿

48 共生（多様性） 共生社会
・男女平等、女性への理解、障害者への理解、バリアフリーな仙台、高齢者への理
解、こどもの学習環境、尊重。

49 共生（多様性） 共生社会 ・老人・身障者にやさしい。

50 共生（多様性） 共生社会
・障害者に住みよく生活出来る。
・高齢者にやさいしい地域。
・子供が障害者、高齢者に寄り添えるようになってほしい。

51 共生（多様性） 共生社会 ・多様な立場（障がい者、移民、貧困など）の人々がスムーズに生活できる都市。

52 共生（多様性） 共生社会 ・大人も子どももいじめのない社会に！

53 共生（多様性） 共生社会 ・住む人に優しい街。

54 共生（多様性） 共生社会 ・お洒落な高齢者が街を闊歩し、若者が夢に向かってチャレンジする社会！

55 共生（多様性） 共生社会 ・政治参加の窓口が見え、子供が、老人が多い街になって欲しい。

56 共生（多様性） 共生社会 ・ヒトが豊かに育つ社会。認め合う。共感する。成長する。多様で柔軟な社会。

57 共生（多様性） 共生社会 ・東アジアとの交流、外国人対応がきちんとできていること。

58 共生（多様性） 共生社会 ・多様性を受け入れる都市。

59 共生（多様性） 共生社会 ・外国人受け入れも視野に入れる。インフラを保つため必要。

60 共生（多様性） 共生社会 ・色々なイベントに外国の方々、他地域の方々が参加できますように！

61 共生（多様性） 共生社会
・おとな・こども・障害・健常・外国人、皆で違いを理解しあい、助けあえる・支え
あえるステキな街。

62 共生（多様性） 共生社会 ・多様な人々をあたたかく包括する都市。

63 共生（多様性） 共生社会
・30年後の仙台　健常者も、障がい者も大人も、子供も、外国人も、他人を思いやる
ことがあたりまえの仙台。

64 共生（多様性） 共生社会 ・子どもから高齢者まで住みやすいまちに！

65 共生（多様性） 共生社会 ・皆がオープンで幸せな街。

66 共生（多様性） 子育て・教育 ・少子化防止のため、保育所、学童保育の充実をはかる。

67 共生（多様性） 子育て・教育
・子どもが地域の中でいきいきと生活できる仙台！！
※地域で子育て。

68 共生（多様性） 子育て・教育 ・新生児の増える仙台。

69 共生（多様性） 子育て・教育 ・子どもが安心して遊べる仙台。

70 共生（多様性） 子育て・教育 ・子供を地域全体で育てることのできる街。

71 共生（多様性） 子育て・教育 ・子供が明るくあいさつの出来る街。

72 共生（多様性） 子育て・教育 ・子供たちがあふれる楽しい街。

73 共生（多様性） 子育て・教育 ・子どもが安心して暮らすことのできる仙台。
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番号 大分類 小分類 個人ワーク①：私が考える仙台の未来の姿

74 共生（多様性） 地域コミュニティ ・コミュニティを円滑化するため、地域の集まりをよくする。

75 共生（多様性） 地域コミュニティ
・転勤族も参画できる街。
・治安の良い街。

76 共生（多様性） 地域コミュニティ
・より良くなることを考え続け、今と変わらず（良い意味で）市民とともにある仙
台。

77 共生（多様性） 地域コミュニティ ・安全・清潔な姿（犯罪だらけの街、ゴミだらけの街は嫌です）。

78 共生（多様性） 地域コミュニティ
・地域コミュニティーが残っていて、（元気で）お互いに助け合える。「安全、安
心」な街になっていてほしい。

79 共生（多様性） 地域コミュニティ ・行政サービスだけに頼らないコミュニティが残っている街。

80 共生（多様性） 地域コミュニティ
・中心部の緑が維持され、若者から高齢者までがお互いを思いやりながら、地域づく
りに関わっている。

81 共生（多様性） 地域コミュニティ

・人口減少や核家族化が進んでも、緩やかなコミュニティが残っている仙台。地域コ
ミュニティ（ｅｘ）定禅寺通周辺などまち中のコミュニティ。
・人の繋がりがある、大都市仙台。

82 共生（多様性） 地域コミュニティ
・環境がなるべく変わらなくて、コミュニティーとしてのつながりがあり、助けあえ
る人々が住んでいる街。

83 共生（多様性） 地域コミュニティ ・地域のコミュニティを活用して情報を共有。

84 共生（多様性） 地域コミュニティ
・皆が楽しく過ごすために問題の発見から話し合い、解決まで、無関心の人がいない
状態で行える仙台。

85 共生（多様性） 地域コミュニティ

・30年後生きているかどうか？わかりませんが、仙台のよさを失わず、少々ずつでも
人との結びつきも絆も強くしていくにはと考えていく。仲良く生活できるような人と
の接点を作りたい。

86 共生（多様性） 地域コミュニティ
・子供の声があふれ、大人も心豊かにくらせる仙台市。子供も大人ものびのび暮らし
たい。コミュニティーを大切に。

87 共生（多様性） 地域コミュニティ
・人と人とのつながりが明確になるよう、行政が今以上に支援してくれる、明るい未
来が開ける街。

88 共生（多様性） 郊外地域 ・買物難民・ゴミ捨て難民のいない仙台。

89 共生（多様性） 郊外地域 ・仙台は広いので、地域ごとに核になる施設を置いてほしい。

90 共生（多様性） 郊外地域 ・バスをこまかく走らせる。

91 環境（杜の都） 脱炭素社会
・強い自治性を持つため、自立したエネルギー（再エネ）と農業、漁業の自立を目指
す。

92 環境（杜の都） 杜の都 ・緑あふれる杜の都。広瀬川の清流をバックに人が集い、笑顔あふれるまち。

93 環境（杜の都） 杜の都 ・裏表のない美しい街であってほしい。

94 環境（杜の都） 杜の都 ・全世代がイキイキと輝く杜の都。

95 環境（杜の都） 杜の都
・美しい自然環境と調和して、心身ともいつまでも元気に生きる人たちが住む健康都
市。

96 環境（杜の都） 杜の都
・市街地に集中し過ぎないバランスの取れた田園都市（今のバランスが保たれてい
る？）。

97 環境（杜の都） 杜の都 ・緑が多い。

98 環境（杜の都） 杜の都 ・Slow　Life　Sendai 杜の都。
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番号 大分類 小分類 個人ワーク①：私が考える仙台の未来の姿

99 環境（杜の都） 杜の都 ・「杜の都」といつまでも言われるように、自然と街が一体となる都市。

100 環境（杜の都） 杜の都 ・30年後も杜の都と呼ばれるように緑が残る街。

101 環境（杜の都） 杜の都 ・自然と人情にあふれる活気のある町。

102 環境（杜の都） 杜の都 ・今の自然景観が残っていますように！

103 環境（杜の都） 杜の都
・世界に誇ることのできる安心、安全なまち！水環境が豊かなまち！（地下水が豊か
なまち）＝杜の都が約束される。

104 環境（杜の都） 杜の都 ・環境が緑でありますように。

105 環境（杜の都） 杜の都 ・30年後も「杜の都」と言われる仙台（水辺空間も！）。

106 環境（杜の都） 杜の都 ・杜の都と言われるステキな仙台市でありますよう楽しみにしています。

107 環境（杜の都） 杜の都 ・30年後に自然も満ちあふれている。

108 環境（杜の都） 防災環境都市 ・防災・減災の意識の高いまち仙台。

109 環境（杜の都） 防災環境都市
・正しく（自然災害リスクをきちんと知って行動できる）、楽しく（身近な自然に触
れることができ遊べる環境がある）、自然環境と一緒に暮らせる仙台。

110 環境（杜の都） 防災環境都市 ・日本で一番キャパシティのある街作り（都直下・東南海地震に対応して）。

111 環境（杜の都） 防災環境都市

・自然災害に安全安心な対応力を持つ町になっている。
・仙台はずっと住む人と出たり入ったりする人の多い街は続くと思う。出来心の人
（不良人）悪い人に京都のように真心正直で対応、モラルマナー心の向上に多くの人
が対応できる町。
・災害の予定都市から仙台安心の町へ移動してもらって、200万都市に成長してい
る。自信を持って安全都市宣言をします。

112 活力（東北の中枢） 働き方改革 ・学校職場のハラスメントを防止する。

113 活力（東北の中枢） 働き方改革 ・フリーランスでも楽しく生活ができる街。

114 活力（東北の中枢） 働き方改革 ・若者も老人も目を輝かしている街。仕事があることが一番なのです。

115 活力（東北の中枢） 働き方改革
・様々な人、法人（高齢者、外国人、NPO法人、シルバー人材センター）が活躍する
場がたくさんあり、活躍したい人々が次々と集まる街、仙台（住みやすさにつなが
る）。

116 活力（東北の中枢） 働き方改革 ・働きやすく住みやすい街。

117 活力（東北の中枢） 働き方改革
・30年後の仙台？20年後、10年後、今出来る事を大事にしたい。70才を超えても
元気に働いていきたい！！

118 活力（東北の中枢） 働き方改革
・あらゆる年代、人種が集う発展、繁栄した都市。
・徳ある人財（人材）が育つ街。

119 活力（東北の中枢） 働き方改革
・すべての人が仕事に就ける仙台。
・誰もが収入の安定している仙台。

120 活力（東北の中枢） 働き方改革 ・地元で働ける（職場のある）仙台。

121 活力（東北の中枢）
生産性向上・

イノベーション ・オープンなコミュニティと仙台発ベンチャーが活躍する仙台市。

122 活力（東北の中枢）
生産性向上・

イノベーション ・技術を上手に使いつつ、特徴を大切にする街仙台。

123 活力（東北の中枢）
生産性向上・

イノベーション
・アイデア企画力を持った人材を育てる文化が根付いて起業がさかん。就職先が豊富
な都市にする。
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番号 大分類 小分類 個人ワーク①：私が考える仙台の未来の姿

124 活力（東北の中枢）
生産性向上・

イノベーション ・皆がやりたいことを皆で応援できる街！

125 活力（東北の中枢）
生産性向上・

イノベーション ・先進的企業が立地して世界をリードしていく。

126 活力（東北の中枢）
生産性向上・

イノベーション ・中央資本に毒されない、仙台としての個性を保ち続けてほしい。

127 活力（東北の中枢）
生産性向上・

イノベーション ・新しい産業を育成してほしい（育成できる仙台）　。

128 活力（東北の中枢）
生産性向上・

イノベーション ・人材輩出都市。

129 活力（東北の中枢）
生産性向上・

イノベーション ・県外への流出を止め、仙台の良さを基盤にした経済の活性化。

130 活力（東北の中枢）
生産性向上・

イノベーション ・挑戦する人を積極的に応援する社会。

131 活力（東北の中枢）
生産性向上・

イノベーション
・みんなが健康でいられるまち、夢をもてるまち、行動できるまち、そのために仙台
を稼げるまちにする。

132 活力（東北の中枢） 交流人口
・30年後も、今と変わらぬ活気（人の流れ）がある姿。
「仙台ブランド」を確立した姿。

133 活力（東北の中枢） 交流人口 ・観光面ではインバウンドが増加するので、ソフト面で改善する。

134 活力（東北の中枢） 交流人口 ・海外から見ても魅力的な街、仙台。観光客ドバーッ！！

135 活力（東北の中枢） 交流人口
・仙台駅前に観光案内所をつくる。
・音楽堂をつくる。春日町につくれそう。
・仙台市の特産物は？

136 活力（東北の中枢） 交流人口 ・人と人が交流する場を持つ仙台。

137 活力（東北の中枢） 交流人口 ・世界にバズる誇れるまち仙台。

138 活力（東北の中枢） 東北の中枢 ・東北の中心であり、東北6県の魅力の発信地であれ！！

139 活力（東北の中枢） 東北の中枢 ・常に東北全体を意識する都市。国内5指に入る地域拠点であり続ける。

140 活力（東北の中枢） 東北の中枢 ・東京でも地方でもない良さをもつ、オンリーワンの仙台。

141 活力（東北の中枢） 東北の中枢

・30年後、日本全体の発展のためにも東北全体が活性化しなければならない。東北の
中心である仙台は東北全体のためにも強い仙台でなければならない。人口で言えば、
30年後150万人、200万人と増え、特に関東の植民地から脱却しなければならな
い。課題解決も東北仙台で行なえるようにする。

142 活力（東北の中枢） 東北の中枢
・近隣の市町村との道の整備を進めてほしい（仙台だけではなく仙台圏として発達し
てほしい）。

143 活力（東北の中枢） 東北の中枢 ・福島原発禍の根底的終息は、仙台・宮城が関心と助力の中心にならないと。

144 活力（東北の中枢） 東北の中枢 ・関係人口・定住人口・近隣人口3者が共に、幸せを育むまち仙台！！

145 活力（東北の中枢） 東北の中枢 ・人口が多く、税収の心配のない街となってほしい。

146 活力（東北の中枢） 東北の中枢
・仙台は独立して暮らしていけると思う。だから豊県（お金、社会保障、補助金がも
う少しあればいいなと思う）東北の首都仙台。
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番号 大分類 小分類 個人ワーク①：私が考える仙台の未来の姿

147 活力（東北の中枢） 東北の中枢 ・人口増加（東北の拠点となるように）。

148 活力（東北の中枢） 機能集約

・コンパクトな緑地公園団地（自然との共生）と再生イネ・農業基地に再生
・安全地域に拠点的に集約（集合賃貸住宅を多用・中層化・公共化）、緑地公園と一
化し、空き地には既存のインフラを活用して再生エネルギー（太陽光・風力等）・果
樹・農業等を立体的に運用し、労働力の確保し、自給自足力の向上を図り、自然に恵
まれた介護施設の確保し、若者と共に長寿高齢者は快適に老後を謳歌している。

149 活力（東北の中枢） 機能集約 ・地下鉄（モノレール）が拡充されて、道路の渋滞のない交通の便が良い仙台。

150 活力（東北の中枢） 機能集約 ・交通の便のよい街。

151 活力（東北の中枢） 機能集約 ・自転車も安心して走ることができる、道路整備が整っている街。

152 活力（東北の中枢） 機能集約 ・インフラの維持できる仙台。

153 活力（東北の中枢） 機能集約 ・水道などの生活インフラが維持されること。

154 活力（東北の中枢） 機能集約
・名取市を合併する（空港）。
・地下鉄を富谷市役所まで延長する。

155 活力（東北の中枢） 機能集約 ・バス乗り場の多さ！車道整備が追い付いてない現状！！

156 活力（東北の中枢） 機能集約 ・交通費（バス・地下鉄）料金を安く！

157 活力（東北の中枢） 機能集約 ・30年後に交通も順調である。

158 活力（東北の中枢） 都心活力 ・住んでみたい都市世界一を目指したい。

159 活力（東北の中枢） 都心活力 ・行きたくなる、住みたくなる、働きたくなる大都市・仙台！

160 活力（東北の中枢） 都心活力 ・老人が気軽に外出して遊びに行ける場所がある街。

161 活力（東北の中枢） 都心活力 ・伊達政宗頼みにならない、様々な魅力あふれる街になってほしい。

162 活力（東北の中枢） 都心活力
・近代的な街でありつつも、商店街や広瀬川、けやき並木はそのままある（祭り、
ジャズフェス、ページェント、初売りなども）。

163 活力（東北の中枢） 都心活力 ・大勢の人で溢れる活気ある仙台。

164 活力（東北の中枢） 都心活力
・地下を広める。
・商店街を残す。

165 活力（東北の中枢） 都心活力 ・30年後も今のままの活気を。

166 活力（東北の中枢） 都心活力
・より長寿社会になるので、市街地居住者が増えて、車の入らない広い通りをのんび
りゆったり歩いて、美味しい食物や美しい自然を楽しめる“まるで街中CAFE！”

167 その他 その他 ・自然、歴史文化、市民が色鮮やかに輝ききらめく仙台。

168 その他 その他 ・色々な意味で豊かなSendai！

169 その他 その他 ・市民の声が届く仙台。

170 その他 その他 ・人口が減少していない仙台。
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番号 大分類 小分類 個人ワーク①：私が考える仙台の未来の姿

171 その他 その他 ・政治・行政がしっかりとした状態になること。

172 その他 その他 ・ほどほどがいい！！と言っている人が今まで以上に多い街。

173 その他 その他 ・旧宮城町を区とする。

174 その他 その他
・単純に人口の増加にこだわらず、現在そこにとどまって長く生活をし、支える世代
のソフトウェア（内面）の面に力を注ぎ、エネルギーを発して、その後に少しずつ回
復、発展出来る準備に努力して欲しい。

175 その他 その他 ・より身近に感じられる街仙台。

176 その他 その他 ・老若男女、皆が仙台市のために行動できる誇れる仙台！！

177 その他 その他 ・誰もが夢を持って生活する仙台に！！
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番号 主体 アクション
　個人ワーク②：「仙台の未来」を実現するために
　　　　　　　　 自分もしくは自分以外の人たちがアクションしたいこと

1 市民 実践する
・体の健康、食事に気をつける。出来るだけ運動して動ける体にしておく。心の健
康、ストレスを溜めない。

2 市民 実践する
・老後の生活はできるだけ経済的にも（元気でいること）自立しつつ、今まで体験
し、身に付けたものを未来の子供たちの育成にちょっとでも役立ててもらえるよう
に。

3 市民 実践する

・いつも笑顔で元気でいるように健やかな日々を送る。
・まわりの人を笑顔にする。
・認知症カフェや健康セミナーで地域のコミュニティ作りをする。
・ドイツのクアワトロをとり入れ、健康作り都市にする。

4 市民 実践する
・今の自分の仕事を通して健康へのアドバイスをする。
・食の大事さという点から、アドバイスをする。

5 市民 実践する

・健康寿命を延ばす方法として、高齢者施設へのボランティア活動。
・資格取得（レクリエーション等）。
・地域包括等との情報共有。
・孤独死防止への取り組み強化。
・子供世代の小学校教育（道徳を伝える）。
・老人世代（健康寿命を延ばす）（介護保険を使用しない老人）。0才から100才
まで笑顔のあるまち仙台。みんなのせんだい未来づくり。はじめのいっぽ。

6 市民 実践する ・元気な老人に努める（病院・老人施設に行かない！）。

7 市民 実践する ・仕事、家庭、趣味などの場でマジメに若者の見本になるようがんばっていく！

8 市民 実践する

・子ども・若手との協働（防災授業）。
・ママさん・パパさんとの協働（防災ワークショップ）。
・専門家のみなさんとの協働（いざという時のための話し合うetc）。
・学校と地域（町内会）との協働（避難や自助・共助）。
・生きるチカラを高め合う講座の開催→食、農、工、住・・・etc様々な分野のチ
カラを合わせる。知恵を出し合う。

9 市民 実践する
・食育を通して宮城にすばらしいブランドの「宮城しろめ」という大豆がありま
す。その大豆を使って現在「みそ」を手作りしています。ワークショップも開いて
います。若い人にも伝授したいと思っています。

10 市民 実践する
・一緒に課題を解決！
・オープンコミュニティを造るために。
・仙台発ベンチャーを造るために。

11 市民 実践する
・人を育てる機会により多く参加。学校や地域だけでなく、企業、行政など、色々
な場面で・・・。

12 市民 実践する

・仙台にもっと図書館をつくる会のリーダーを育て、息永く活動を続けられるよう
にがんばりたい。行政に対してあきらめないで説得をしていきたい。子ども文庫を
やる人を増やしたい。保育所・幼稚園にも文庫を増やし、図書館と連携して子ども
の読書環境をもっともっと良くできればと思って今も活動しています。女性のリー
ダーを増やして行きたい。

○　個人ワーク②
　「『仙台の未来』を実現するために
   自分もしくは自分以外の人たちがアクションしたいこと」
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番号 主体 アクション
　個人ワーク②：「仙台の未来」を実現するために
　　　　　　　　 自分もしくは自分以外の人たちがアクションしたいこと

13 市民 実践する
・大学生に場を提供する。可能性を示す。やりたいことは何でもできるということ
を教えたい。立ち止まらず、動きながら考えることを示したい。知らないこと、
やったことがないことに対する不安を乗り越える力をつけさせたい。

14 市民 実践する ・子供のためになる事をしたい。自分が教えられる事、趣味や遊び。

15 市民 実践する
・不登校やひきこもりで悩んでいる方を支援していきたい。まわりの方があたたか
く見守ってあげる環境をつくりたい。お互いを理解し、許し、認めあえる街をつく
りたい。まずは不登校相談員としてお役に立ちたい。

16 市民 実践する
・“仙台”に関係する職に就く。
・民間企業と行政が積極的に協力し合える体制など作る様な事に関わりたい。

17 市民 実践する ・若者達との協働。

18 市民 実践する
・仙台＝「住みやすい」程度しか他地方のイメージはあまり強くないので、もっと
クセのある魅力のある団体の行動に対しての協力をしてみたい。

19 市民 実践する

・自然と人情のある町でありながら、活力のある町にするためには、自分として
は、
①科学技術の未来を踏まえて将来の産業ビジョンを作成し、地域社会の啓もう活動
を行う。
②定禅寺通映画祭を開催する。
③仙台市長になる。

20 市民 実践する ・調理師になる！！

21 市民 実践する
・子供たちの性格・学校・地域とのかかわり→やさしさと思いやり。仙台市民１人
1人の心持ちに変化を。

22 市民 実践する
・自然を大切にする。
・ゴミを「ひろう」。
・水辺でのイベント参加（企画する）。

23 市民 実践する

・自然災害に対応できる町－活動をする。
①津波に対しては希望対応が出来たと思う（将来再発しても住みたい人がいた地域
の人の勇気に慶意を表します。逃げてくださいね）。
②「いぐね」防風林が完成するまで強風害が多発すると思う。対策を呼びかけた
い！
③多雨は増える。1mの雨もある。にげる！→借金しても対応することを行政、個
人にお願いする。→活動をする。

24 市民 実践する

・いつ？誰？どこで？販促？仙台発の障がい者の情報発信基地をつくろう！
・身体障がい者数名でグループをつくり、幼稚園や小学校などを巡って理解を深め
る活動をしていく。高齢者への理解も同時に深まるはず。いつかは皆さん障がい者
になる可能性があるのですから。

25 市民 実践する
・仙台の未来を実現するために（和食としての）伝統野菜を作り続ける。仙台産ワ
インと肴を開発している。

26 市民 実践する
・社会に一度出て働いて世の中のことを知り、自分ができること、やりたいことを
して、人の役に立つことができるように努力する。そしてアクションを起こす！！

27 市民 実践する
・社会人も参加できる（参加しやすい）ワークショップ、学びの場、運動の場に行
く。無料体験、休日開催など。人と交流できる場所・機会を増やす。→仕事や教育
につなげる。つなげたい！

28 市民 実践する
・次世代の子どもたちの未来社会を築ける開けた居場所をつくる。
・教育者として（教員になって）子どもに新しい世界へ飛び立つ希望を与える。

29 市民 実践する ・娘や孫を地域や社会に貢献できる人材に育てる。
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番号 主体 アクション
　個人ワーク②：「仙台の未来」を実現するために
　　　　　　　　 自分もしくは自分以外の人たちがアクションしたいこと

30 市民 実践する ・孤立しないで共同で話しあい、共同で仕事をする。

31 市民 実践する ・地域コミュニティの定期的な催し物の開催。

32 市民 実践する
・地域のコミュニティーに積極的に参加する（してみる）。
・そもそも身近なコミュニティーを知らないので、今後はそうしたものに目を向け
てみる。

33 市民 実践する
・もっと地域とつながる努力をしようと思います。どんな地域活動があるのか不
明・・・。

34 市民 実践する
・周りのみんなを地域活動に巻き込む！！
・友達をたくさん作る⇒協力者。

35 市民 実践する

・隣近所の人と仲良くなる。地域の行事に参加する。
・コミュニティに参加することで、自分が誰かをサポートできることを見つける。
・地域で助けを必要としている人のことを地域でシェアする。（誰かが何かできる
ことが見つかるかも）

36 市民 実践する ・地域の人とつながる。

37 市民 実践する ・自治会の方と交流を行ってみる。

38 市民 実践する
・近くのお年寄りのボランティア・コミュニティ参加。
・行商してほしい。
・学生の地域活動のお知らせ。

39 市民 実践する ・地域に役に立つ事からしていきたい。

40 市民 実践する
・人とネットワークを作る・育てる。
・そのために他都市の情報も広める（広める仕組みをつくる）。

41 市民 実践する
・まずは自分が住んでいる地域の取り組みに進んで参加し、顔の見える関係をつ
くっていく！

42 市民 実践する
・地域の活動（NPO団体、民間企業も含む）にもっと興味を持ち、当事者意識を
持って参加してみる。

43 市民 実践する

・自分（個人）+α
　‐広瀬川や貞山堀でSUP（sutand up puddle surfing）の機会を仲間うちでつ
くる。
・まちづくり会＆町内会
　‐過去の災害経験を伝える
　‐防災情報発信の機会を工夫する
　‐川沿いのまちあるきをしやすい環境をつくる
　‐要支援者への災害対策をまちづくり計画第2期に盛り込む

44 市民 実践する

＜ステップ1＞
・地域のイベント等に積極的に参加して、この地域にどんな人がいるのか知るこ
と。
＜ステップ2＞
・地域の様々なコミュニティに関わることで、同様の考えや目指す方向が同じ方と
一緒に取り組めるグループをつくる。

45 市民 実践する
・（子供が産まれた事をきっかけに・・・）地域活動や学校活動に少しでも顔を出
してみます！→地域活動を継承する。

46 市民 実践する ・地域コミュニティづくりに参加する。

47 市民 実践する ・町内会の仕事。
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番号 主体 アクション
　個人ワーク②：「仙台の未来」を実現するために
　　　　　　　　 自分もしくは自分以外の人たちがアクションしたいこと

48 市民 実践する
・町内会などの地域コミュニティの作成（積極的に参加できるような）。
・コミュニティを作るためにスポーツや文化に触れる場所作り。

49 市民 実践する

・コミュニケーションできる団地づくり。
・防災防犯をしっかりできる地域づくり。
・定年（職）や（役）を取りはらって、実力本位にする。
・団地で争いを起こさないようにする。つまらない事でパトカー出動ではなさけな
い。

50 市民 実践する
・地域食堂／隣人祭。
・地域畑、屋上緑化（畑）。みんなで育て食べる。
・地域子育て。

51 市民 実践する ・町内活動への参加。

52 市民 実践する
・自分の子供をしっかり育てる。
・隣近所と仲良くする・・・一人ではできない！・ＳＢＬなのでまっとうする。

53 市民 実践する
・地域の集まりに積極的に参加する。
・社会復帰する。

54 市民 実践する
・大学、高校、中学、小学の子供たちと地域の人たちでイベントを行う。
・同じ世代の人に今を伝える。

55 市民 実践する
・健康で年を重ねるよう留意する。
・仲間を作る、活動する、働き続ける。
・家族を大切にする、食事会を続ける。

56 市民 実践する
・地域のコミュニティー作り。
・その人の困っていることを聞く。

57 市民 実践する ・面白いことができる仲間作り、仲間集め　手近にやれることをやる。

58 市民 実践する ・人とのつながりを大切にする。

59 市民 実践する

・生きるにも無理がない。
・楽しんで進む人生に。
・お互いに無理なく協力できる。
・誰にでも恵まれた交通に。誰かのために社会復帰。困らない東北のために、
（困ったことがあっても）若者の社会のためへの始まり。生きる力をはぐくめるよ
うなコンテンツを出すように活動。忍耐、協同の活動（子供たちに）。助け合い、
コミュニティーが仙台にはある。住民参加の事業。都市と産地が近いが良い（仙
台）。

60 市民 実践する
・このような行事に参加することによって、大学生や大学院生等にも地域を考える
ということの大切さを考えるきっかけを自分から発信していきたい。

61 市民 実践する
・一日を大切に生きる。
・人のことを自分事として考えて行動する。
・個性の尊重をする。・元気に働く。

62 市民 実践する ・学び、考えたことを具体的にして行動していく！

63 市民 実践する ・市議や国会議員の応援。

64 市民 実践する
・自分たちが望む政策を実現してくれる議員を市議会に送り込む。子供、若者に政
治に関心を持つよう働きかけて、良質な民主主義文化を作っていく。

65 市民 実践する ・自分でも政治の窓口を探す努力をすればいい。

66 市民 実践する ・実行力と夢のある“首長”を実現、応援したい。

67 市民 実践する ・一人親家庭で困っている人の助けになるボランティアをしたい。
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番号 主体 アクション
　個人ワーク②：「仙台の未来」を実現するために
　　　　　　　　 自分もしくは自分以外の人たちがアクションしたいこと

68 市民 実践する ・ボランティアで、地域の集まりに積極的に参加する。

69 市民 実践する ・ボランティアの実践！

70 市民 実践する
・ボランティア等に参加することで、より深く仙台の人々と関わること。
・子どもに誇れる大人として振る舞うこと。

71 市民 実践する ・ボランティア活動に参加していく。

72 市民 実践する ・ボランティアに参加する。

73 市民 実践する ・アイアイキンジョパトロールなどボランティア活動を続けていく。

74 市民 実践する
・出来ることをお手伝いをしたい。
・小さいことからする。・子供達に声かけをする（あいさつ）。
・ありがとう、すみません等出来るようにする（声がけ）。

75 市民 実践する ・若い世代と政治家や行政の人達を繋ぐイベントを行う。

76 市民 実践する ・色々な方々と会話をし、目的をもって活動する。一人でできないならみんなで。

77 市民 実践する ・仙台の良い所を可視化していく。

78 市民 実践する ・作並・秋保温泉で演劇・映画鑑賞会を企画している。

79 市民 実践する ・地域農産物の「地消」と行政都市計画（企業誘致含め）への理解と期待。

80 市民 実践する ・企業人として仙台で若者を育て、雇用を増やす。

81 市民 実践する ・地産・地消を愛用し、地域経済に少しでも+を！

82 市民 実践する
・介護施設で英語・中国語（外国語）をレッスンする。高齢者のためにドライブを
している。

83 市民 実践する ・子供達に学校以外で活動できる場所を作る。

84 市民 実践する
・まちづくりに、人々の暮らしをより良くすることにとても興味が持てたので、行
政マンに転職する。

85 市民 実践する
・仙台の特徴（歴史、自然特に地形）の周知と継承の活動。
・後世の方達への参考となる資料の作成（検証）。

86 市民 実践する ・IT技術を使って仙台を（未来）発信。

87 市民 実践する ・食事摂取基準に基づく食事の抜本的推進

88 市民 話し合う・意見を言う
・声に出す。市に働きかける。本日のような機会があれば積極的に参加する。声を
上げる。意見を言う。行政も寄りそって欲しい。

89 市民 話し合う・意見を言う ・参加する。計画づくりとかイベントとか意見を言える場とか。

90 市民 話し合う・意見を言う

・現在の少子化対策に意見する。
・市役所の建て替えにおいて、市役所に入りやすく、意見しやすい市役所になるよ
うに提案していく。

91 市民 話し合う・意見を言う
・今日のような催しものの積極的参加。
→・SNS等を利用した幅広い参加方法の設定（より多くの意見を取り入れる）。
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番号 主体 アクション
　個人ワーク②：「仙台の未来」を実現するために
　　　　　　　　 自分もしくは自分以外の人たちがアクションしたいこと

92 市民 話し合う・意見を言う ・緑だけは残して欲しいので、意見を言おう。

93 市民 話し合う・意見を言う

・職場で会う転入者の方に声掛けする。
・仙台を離れた人とも連絡を取り合う。
・若い人と話をする。

94 市民 話し合う・意見を言う ・今回のようなイベントに参加し、行政に対して色々な意見・提案を行っていく。

95 市民 話し合う・意見を言う
・このようなイベントにはなるべく参加する。
・関わりのある方々と30年後の議論をする。
・頑張って税金を納める。

96 市民 話し合う・意見を言う ・イベント等に積極的に参加する。

97 市民 話し合う・意見を言う
・もっと仙台の良い所を見つける。
・多くの人と未来を話し合って共有する。

98 市民 話し合う・意見を言う ・行政をチェックして、自ら参画する機会を持つ。

99 市民 話し合う・意見を言う
・困り事の発掘（課題の洗い出し）を集約する活動の一員になり、小さな改善を行
政に提案したい。

100 市民 話し合う・意見を言う ・目の前のMUSTを一生懸命にやる大切さを学生や若手社会人へ伝える。

101 市民 話し合う・意見を言う

・小さなことからコツコツ。
・話しを聞く。
・自分の話をする。
・”あいさつ”→ご近所さんフッカツ！！！
・無理をさせない。
・ガマンを強いらない。
・1人1人の生活スタイル。

102 市民 話し合う・意見を言う ・地域の行事に積極的に参加し、他人の意見を聞く事。

103 市民 話し合う・意見を言う
・家庭菜園をして、近所の方々と食事をしたり、お茶を飲んだり、のどかな日々を
過ごしたい。

104 市民 話し合う・意見を言う
・今の状況を伝えること（行政、友人、地域）。
・助けてほしいことはきちんと声をあげる。

105 市民 話し合う・意見を言う

・まずは家族に今日の事を話す。
・自分の周りのアフィニティに広める。
・今出来る事から始める。
・会社の上司や同僚へも課題提起する。
・仙台の好きな所をいっぱい書き出す。
・自分がお手伝いしている団体へもっと働きかけて、活動を活発にする。
☆とにかく伝える事が大事！！

106 市民 話し合う・意見を言う
・学生（若者）として、様々な場所へ行ってたくさんの人と話して、何が問題で何
が必要なのか、これから若い世代に何が求められていくのかを考える。

107 市民 話し合う・意見を言う

・市議会・県議会（国会）への関心を高める。投票率の向上と、出たい人より出し
たい人を探していく。中国、韓国、台湾などとの地域間交流を進め、深めたい。
様々な機関・団体への提言、参加。　「日本が売られる」諸施策への批判、関心の
惹起。

108 市民 話し合う・意見を言う

・政治の世界はボスがいるらしく、正直者の市長さんがいても対応ができない。正
直さがある！（選挙で力を借りる）。大学で正直だけが正しいとは思わないと教え
る。力での教育がなくするようにする。

109 市民 話し合う・意見を言う
・市民と市が直接話せる場を作り続ける。
・やってみたいことを大声で胸を張って言える場が欲しい！！
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番号 主体 アクション
　個人ワーク②：「仙台の未来」を実現するために
　　　　　　　　 自分もしくは自分以外の人たちがアクションしたいこと

110 市民 話し合う・意見を言う

・社会問題を市民が共有できる場を作る。具体的にはワークショップや講演会を開
く。
・多様な立場の人々がふれあう場を作る。

111 市民 話し合う・意見を言う
・とにかく多くの人の意見希望を聞きたい。
・その共有。

112 市民 話し合う・意見を言う

・持続性がないと。町を作っていくためになくてはならないもの。市役所が出した
ことに物申すのではなく、自分達で出したものに物申す。
・自分たちに対して行政が物申す。
・稼げる町。

113 市民 話し合う・意見を言う ・仙台の良さを伝えていきたい。

114 市民 話し合う・意見を言う ・ぎすぎすしていないが、良い所に気づいてないし、アピールできていない。

115 市民 知る・学ぶ・考える ・個別に活動している組織、団体を知り、自分が役に立てる場を探したい。

116 市民 知る・学ぶ・考える
・自分がマナーを守る。ポイ捨て厳禁、窃盗、殺人はもっての他。⇒家庭教育が健
全であることが必要。

117 市民 知る・学ぶ・考える ・仙台で行っているクラウドファンディングなどのｃｈｅｃｋ。

118 市民 知る・学ぶ・考える ・まつり・イベントに参加する、街歩きする→仙台を知る。

119 市民 知る・学ぶ・考える ・仙台の現状をもっと詳しく知る。

120 市民 知る・学ぶ・考える
・仙台から総理大臣など国の中枢になれる人物を探す、教育する。仙台特区の保育
所では不正も起きてしまうので、評価する機構を探す。

121 市民 知る・学ぶ・考える ・仙台のベンチャーを調べる。

122 市民 知る・学ぶ・考える ・自分が多くの事を学ぶ色々な会に参加していく。

123 市民 知る・学ぶ・考える ・フリーランスとして生活していけるように勉強していく。

124 市民 知る・学ぶ・考える
・30年後に向けて自分の心をいじめて、外国人に対応できるよう鍛えたい。情報を
得たい。

125 市民 知る・学ぶ・考える
・大学内での現在の専攻である化学の知識を身に付け、環境面やマテリアル等に関
して、地域の発展に役立つものをつくりたい。
・学んだ知識を一般の人にも分かりやすく伝えていきたい。

126 市民 知る・学ぶ・考える ・外国の言葉を学び、おぼえる。

127 市民 知る・学ぶ・考える ・一住民として柔軟に学び続け、地域に伝えていきます。

128 市民 知る・学ぶ・考える
・自分自身としては、考えることをやめないこと。これから過ごしやすくするた
め、なるため、できることを考え続けること。すぐできなくても良い。

129 市民 知る・学ぶ・考える ・旅をして仙台をもう一度、これでいいのか宮城県を考えるしかない。

130 市民 知る・学ぶ・考える
・受け身で生活せず、「私はこう考える（する）」と能動的になることを意識す
る。

131 市民 知る・学ぶ・考える
・今住んでいる地球にもっと目を向ける。
・地球の行事に参加する。

132 市民 知る・学ぶ・考える
・様々な年代、職種の方々とコミュニケーションを取り、考え方を学んでいく。
・仙台市に住む人々にとって（自分も含めて）何が大事かを考える。

15



番号 主体 アクション
　個人ワーク②：「仙台の未来」を実現するために
　　　　　　　　 自分もしくは自分以外の人たちがアクションしたいこと

133 主体の連携 人材の育成・活用
・学校を中心とした地域住民と子供の触れ合う機会を作る→空き教室の活用、公民
館の活用、大学との連携。

134 主体の連携 人材の育成・活用 ・地域毎に特性のある課題解決のために、活躍する場を創出していく。

135 主体の連携 人材の育成・活用 ・定年退職した高齢者の仲間作りを支援して、活躍できる場を提供する。

136 主体の連携 人材の育成・活用 ・子どものジュニアリーダーを増やしてゆく。

137 主体の連携 人材の育成・活用 ・教育と社会との連携。

138 主体の連携 人材の育成・活用 ・小さなうちから地域的なものの学習、体験できる機会を増やす。

139 主体の連携 人材の育成・活用 ・大学が意外と少ない。

140 主体の連携 地域づくり・まちづくり

・多様な方々との会話を通して課題の抽出に努め、情報を発信していく。企業、行
政、学生、町内会、政府関係者、医療・介護関係者、NPO、NGO・・・。課題解
決のために動く。特に行政にはがんばってほしい。特に若手の方々。

141 主体の連携 地域づくり・まちづくり ・行政と企業と市民の協働の推進（参考：大阪万博開催）。

142 主体の連携 地域づくり・まちづくり

・地域包括ケアシステムを構築すること。自助（自分でできることを積極的に実施
特に健康に関して）、互助（無理をしないでお互いに助け助けられる関係を普段か
ら作ることが必要）、公助も必要である。

143 主体の連携 地域づくり・まちづくり ・性的少数者も障害者の方もたくさんの色々な人が「普通」に過ごせるように。

144 主体の連携 地域づくり・まちづくり ・ビジョンの共有。

145 主体の連携 地域づくり・まちづくり ・遊びに行く所がない。西口の街開発が足りない。

146 主体の連携 地域づくり・まちづくり

・困っていること、仙台の良さに気付いていない。
・地下街ほしい。
・コンパクトで豊か。
・区が違うだけでそれぞれの良さがわからない。

147 主体の連携 地域づくり・まちづくり

・産・官・学・民の4者が人口流出を食い止める魅力ある「仙台」を創る・共創の
場をつくる！！景観、観光視点←行政と　他市町村、県連携←行政、学術機関。イ
ベントの活性化。例えば仙台女子会！！産官学民で開催　Sendai Girls
Convention！！

148 主体の連携 地域づくり・まちづくり

・若林区の農業センターの利活用について
　A現在、民間の業者に委託している施設の高度利用と言うことで、大沼地域を東
北大学等と
　タイアップしてバイオ技術の研究拠点を目指してほしい。
・定禅寺通りを中心にした再開発を望みます。
　B「定禅寺通映画祭」の発足を誘置する。
・追廻地区の公園建設にプラスアルファ。
　C.石巻のサンファンバウテスタ号の引受けとして五色沼及び博物館に誘置する。

149 主体の連携 経済の活性化
・市や団体、報道機関が協力して、知られていない企業をもっとピックアップ・
PR。

150 主体の連携 経済の活性化
・今注目されているライフワークバランスの実現を仙台市でバックアップ。皆で取
り組む流れをつくる。

151 主体の連携 経済の活性化 ・AI、ドローン等の実用実験を行い、自動化できる分野を検討する。

152 主体の連携 経済の活性化 ・メイカーズラボの設置。

153 主体の連携 経済の活性化
・コンサル・シンクタンク系の仕事を、東京中心の会社ではなく、仙台中心の企業
（会社）で行う。東北大をはじめ、地域の大学と連携しながら、東北の中での中央
集権が必要。
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番号 主体 アクション
　個人ワーク②：「仙台の未来」を実現するために
　　　　　　　　 自分もしくは自分以外の人たちがアクションしたいこと

154 主体の連携 経済の活性化 ・おもしろいと思える仕事を増やして行ければいい。

155 主体の連携 経済の活性化 ・魅力のある産業の導入→Ｕターン等で。

156 主体の連携 経済の活性化 ・国内5指に入る地域拠点。

157 主体の連携 経済の活性化
・東北大学と企業がコラボして新商品の開発や改善を図っていく。行政がコーディ
ネートする。若者が企業を立ち上げるときに支援を厚くする。

158 主体の連携 経済の活性化 ・地元企業と学生による事業展開。

159 主体の連携 交流人口の拡大
・仙台市内外、外国の方を問わず、様々な方を対象として、仙台の文化・伝統を
知ってもらう。

160 主体の連携 交流人口の拡大
・インバウンド増加に対応するため、魅力をブラッシュアップし、発信力を高め
る。

161 主体の連携 交流人口の拡大

・市が市民を巻き込んで観光に力を入れて欲しい（民泊？家庭料理をふるまう？個
人ガイド？）。体験型。おもしろい事をすれば、海外の人が勝手にＳＮＳで広げて
くれる。アイディアは大事。他でやっていないことを。留学生受け入れなどの教育
面でも人と人のつながりに力を入れ、海外に開かれた仙台にしてほしい。

162 主体の連携 交流人口の拡大 ・観光ルートがない。つくるべき。協力したい。

163 主体の連携 交流人口の拡大 ・仙台に観光地を増やしてほしい。

164 主体の連携 交流人口の拡大 ・プロスポーツチームの地域密着支援。

165 主体の連携 交流人口の拡大 ・安価に宿泊できる交流施設を建設する。

166 主体の連携 交流人口の拡大
・大学への教育活動（スポーツ・文化）→仙台市で過ごすために必要なこと→仙台
市のPR（将来像を含む）。
・学生との交流の機会。

167 主体の連携 交流人口の拡大 ・若者が集まるイベントを多くする。

168 主体の連携 交流人口の拡大 ・全国か世界の若者が集まるイベントを定例化する。

169 主体の連携 交流人口の拡大 ・仙台が日本で一番良いと言い続けられるように、色々な場での情報発信。

170 行政 施策の改善
・美しい街はゴミを少なくしていけたら良いと思います。
・排気ガスを減らして行けたら良いかと思います。

171 行政 施策の改善 ・お金を出さずに知恵を出す仙台市になって欲しい。

172 行政 施策の改善
・何かやってみたい、やりたいことはあるけれど、「やり方」や「具現化」がわか
らない人たちがその方法を知る機会を提供してほしい（有料で）。

173 行政 施策の改善
・行政には地域の困り事を把握してほしい（買物困難、ゴミ出し難民、移動手段の
不足など）。
・行政で把握したことを、民間も含めて解決策を一緒に考えてほしい。

174 行政 施策の改善

・仙台の未来を実現するために行政の方へ。ほとんど一週間急しくしており、ボラ
ンティアの方もやっております。ボランティアはほとんど料金も発生せず、やる方
も少なくなっています。大きい所にだけ料金を与えず、小さい所にもちょっとうる
おう様に料金を発生させれば、シニアの方々も協力してくれるのではと思ってま
す。
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番号 主体 アクション
　個人ワーク②：「仙台の未来」を実現するために
　　　　　　　　 自分もしくは自分以外の人たちがアクションしたいこと

175 行政 施策の改善 ・国内外への観光PRと移住者への特典の充実。

176 行政 施策の改善
・県庁に頼らず新しい出来事を霞ヶ関と直接交渉して、地域と県に発信して生かし
てゆく。

177 行政 施策の改善
・財政の見直し。設備のバリアフリーは推進。福祉割引・高齢者割引の廃止。その
分を全市民のための予算に使うべき。公務員の給与・人員数の見直し。削るのでは
なく、より良い仕事をしてもらう。民間でできる事は民間へ。

178 行政 施策の改善 ・企業→ブラック化した企業への厳罰化。

179 行政 施策の改善 ・介護高い→夢がもてない。しげきが欲しい

180 行政 施策の改善
・介護の何がわからないかがまずわからない。なので初期指導の充実をお願いした
い。

181 行政 施策の改善 ・学校→スクールカウンセラーの増員等。

182 行政 施策の改善 ・子育て世代への支援の充実（保育園、育休取得の推奨、緊急時対応など）。

183 行政 施策の改善
・子供たちが安心して暮らせるようにするために、支援するための助成（人、物、
金銭）をしてゆく。

184 行政 施策の改善

・教育者になる場合、勉強のテストの他に心理学的な「親業」などを受けることを
必須として、悩みがあるときなど相談したいときに、いつでも相手の気持ちになっ
て相談に乗ってくれる先生などを増やす。
・精神科やカウンセリングに気軽に行けるようにPRする（病院側が）。

185 行政 施策の改善

・行政
　‐災害リスクをふまえ、先手を打って対策する（広瀬川河岸段丘の崩落（米ヶ袋
付岸）は少々ヒヤヒヤ
　‐災害経験を未来に継承できる基盤整備。

186 行政 施策の改善
・仙台市内で自転車、歩くイベントがあるとよい。歩きたい町になっているの
か・・・？道路について地域住民の意見を聞いて。地下鉄以外のところが不便。
道。中心部の意見が少ない。

187 行政 施策の改善 ・若者が地元で起業しやすくする仕組み作り。

188 行政 施策の改善 ・起業しやすい町として若い起業家が集まる環境を作る。

189 行政 施策の改善
・団体・行政等に実のある情報を流していると思う。お金を出さずに知恵を出す仙
台市になって欲しい。

190 行政 市民参画の場づくり ・行政関係の方々には本日のような話し合うの機会を度々設けて欲しい。

191 行政 市民参画の場づくり
・市役所の人がもっと「せんだい未来づくり」について区ごとに機会を与えてほし
い。また、仙台市の現状、仙台市とは？を教える。
・仙台市のリーダーがんばれ！！
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