各区内の主要事業

青葉区

宮城野区

若林区

太白区

泉区

づ く り を 進 め る た め、
「み や ぎ

区民の皆さんと協働でまち

い」、地 域 資 源 の 六・七 郷 堀 を

るさとまつり」や「合唱のつど

く り を 進 め ま す。「若 林 区 民 ふ

区民の皆さんと協働でまちづ

公募により、市民団体が実施す

業などを企画・開催するほか、

区内の自然・歴史を探訪する事

つり」や小学生の体験学習事業、

く り を 進 め ま す。「太 白 区 民 ま

区民の皆さんと協働でまちづ

います。また、地域と大学が連

悠・遊フェスティバル」等を行

北田川クリーン運動」、
「泉ケ岳

「泉 区 民 ふ る さ と ま つ り」、
「七

の促進やふるさと意識を育てる

くりを進めるため、世代間交流

区民の皆さんと協働でまちづ

■区民協働まちづくり事業

区民の皆さんや地域団体など
の・まつり」など各種イベント
活用したイベント等を企画・開
るまちづくり活動への助成を行

■区民協働まちづくり事業

と の 協 働 に よ り、
「青 葉 区 民 ま
等を企画・開催します。また、
催します。また、公募により、

■区民協働まちづくり事業

つり」
、
「宮城地区まつり」など
子育て、防災など幅広い分野で
市民団体が実施するまちづくり

■区民協働まちづくり事業

を企画・開催するとともに、区
のまちづくり活動に助成を行い

■区民協働まちづくり事業

民主体の各種イベントを支援し
ます。
いく「いずみ絆プロジェクト支

携して地域課題の解決を図って

ゆう

ます。また、地域のコミュニテ
います。また、地域づくりの担
援事業」や「大学地域連携によ

い手同士の交流の機会を創出す
る課題解決事業」を行うほか、

四郎丸小学校の校舎等の増改

■ふるさと底力向上プロジェク

くり活動への助成を行います。

さんが自主的に取り組むまちづ

地域の特色を生かし、区民の皆

るなど、地域づくり活動を支援

■郡山遺跡整備

行います。

動に対して、公募による助成を

町内会等が行う被災者交流活

■被災者交流支援事業

します。

活動への助成を行います。

ゆう

ィー活性化、子育て、防災等の
地域課題に取り組むまちづくり
活動への助成を行います。さら
に、マンションのコミュニティ

■被災者交流支援事業
復興公営住宅入居者等のコミ
ュニティー運営を支援するほか、
地域団体等が行う被災者交流活
動に対して公募による助成を行
います。
■蒲生北部地区復興再整備
蒲生北部地区において土地区
画整理事業等を実施します。
■ふるさと底力向上プロジェク
史跡地の公有化と史跡公園と

ュニティー運営や交流に向けた
築工事の設計や、大野田小学校

しての整備を推進します。

支援を行うほか、地域団体等が
の校舎増改築工事等を行います。

復興公営住宅入居者等のコミ

■被災者交流支援事業

るため、鶴ケ谷地区をモデル地
行う被災者交流活動に対して公

高齢化に伴う諸課題に対応す

ト

区とし、世代や分野を超えた連
募による助成を行います。

■学校教育施設整備

携拡大を働きかけ、地域活動力
の向上を支援します。

■若林区役所と地下鉄沿線賑わ

にぎ

■海辺のふる里づくり支援

■ふるさと底力向上プロジェク

の魅力ある体験型観光の創出や

を引き続き行うほか、秋保地区

者等が連携し、課題を解決する

区において、地域・大学・事業

少子高齢化が進む郊外居住地

ト

便性の確保、区役所南側から地

取り組みへの支援を行います。

生出・坪沼地区の活性化支援

ト

下鉄薬師堂駅へのアクセス向上

また、住民による泉西部地区の

■東中田市民センター大規模修
繕設計
■コミュニティ・センター大規
模修繕（郡山、太白）
■下水道浸水対策
四郎丸地区の浸水対策を行い
ます。
郡山折立線、向山１号線、仙

■道路整備
台山寺線等の整備を行います。
■橋りょう整備
熊野宮橋の整備や、八本松小
学校前歩道橋、浜井橋等の補修
工事、太白大橋等の耐震工事を
行います。
富沢駅東２号公園等の整備を

■公園整備
行います。
■八木山動物公園整備

地域の活性化を図ります。

を行い、魅力あるまちづくりと

度向上や誘客に向けた情報発信

するとともに、地域資源の認知

将来のまちづくりの検討を支援

観光客と市民との交流促進など、

を進めるとともに、地域主体の

■（仮称）七郷第二児童館建設
■若林市民センター大規模修繕
■道路整備
東部復興道路のほか、長喜城
霞目線等の整備を行います。
六丁の目第２歩道橋等の補修

■橋りょう整備
工事を行います。
■公園整備
海岸公園、荒井南１号公園等
の整備を行います。

の向上に努めます。

西部中山間地の活性化と地域力

区役所来庁者等の安全性・利

い創出

▼泉区の夏の風物詩・「泉区民ふ
るさとまつり」。花火がフィナー
レを飾ります

ー形成の促進に向けた取り組み
を進めます。

定禅寺通の魅力を高める取り

■定禅寺通活性化推進

組みの検討等を行い、にぎわい
の活性化等に取り組む団体や、

津波被災地域において、まち

性の向上を図ります。
集団移転跡地利活用を検討する

の創出と都心部全体の人の回遊

「太白区民まつり」のステージ発表の
様子。多彩なジャンルの発表で、ステ
ージを盛り上げます

に向けた整備を行います。
■学校教育施設整備
大和小学校、荒井小学校の校
舎等新増改築工事や荒井小学校
の校庭整備を行います。
■ふるさと底力向上プロジェク
ト
六郷東部地区の新たな地域の
拠点となるコミュニティー広場

■幸町市民センター大規模修繕

まちづくり活動を支援します。

地元団体を支援します。

■ふるさと底力向上プロジェク
ト
地域団体等の創意工夫によっ
て、少子高齢化に伴う諸課題や
多様化する地域課題に対応する
取 り 組 み を 支 援 し ま す。
（大 学
の学生サークル等と町内会等地
域団体のマッチングによる地域
づくり推進、荒巻包括ケアシス
テムモデル事業、作並・新川地
区活性化事業、仙台萬本さくら

■コミュニティ・センター大規

として東六郷小学校跡地の整備

模修繕（東仙台、鶴巻）および
コミュニティ・センター大規模

バス乗降場の拡張や、交通機

プロジェクト）

▲堀の中を歩く「堀DAY（デー）
さんぽ」で人気のお花見コース
地域住民が主体となり、東六郷
コミュニティ・センターで開催
した「六郷東部ふるさと交流祭」

■仙台駅西口駅前広場再整備

▼小学生から大人まで一堂に会
する「若林区合唱のつどい」

関相互の乗り継ぎ利便性の向上
修繕設計（新田、燕沢）

■橋りょう整備

今市福田線等の整備を行います。

東部復興道路のほか、鍋沼線、

■道路整備

査・検討を行います。

高めるため、駅結節点整備の調

化に伴い、乗り継ぎの利便性を

ＪＲ福田町駅のバリアフリー

■福田町駅結節点整備検討調査

整備を進めます。

鶴ケ谷第二市営住宅団地の再

■市営住宅建設

を図ります。
年が経過したガ

■仙台駅西口ガス灯改修
設置から約
ス灯のＬＥＤ化を進めます。
■水の森市民センター大規模修
繕設計
■特別養護老人ホーム建設費補
助（南吉成中学校区）
■道路整備
茶屋町山屋敷線、高畑定義線、
青葉山線、愛子赤坂線等の整備
を行います。
昭和町歩道橋、広瀬小学校前

■橋りょう整備
歩道橋等の補修工事を行います。

修工事を行います。
海岸公園、榴岡公園、高砂中

■公園整備
央公園等の整備を行います。

▲七北田川クリーン運動の一環で
開催された「七北田川自然観察会」

ステージ発表、露店、ブース展示
など区民主体の手づくりによる
「みやぎの・まつり」
南蒲生町内会が開催したイベント
「みんなの畑の収穫祭」

号線１号橋等の補

日の出町

■公園整備
青葉山公園、西公園、中山台
西公園、台原公園、愛子公園等
の整備を行います。

14

す。

泉中央公園等の整備を行いま

■公園整備

橋等の補修工事を行います。

古屋敷橋の整備および八木沢

■橋りょう整備

南前町線等の整備を行います。

■道路整備

助（南光台中学校区）

■特別養護老人ホーム建設費補

計（館、七北田）

ニティ・センター大規模修繕設

模修繕（北中山）およびコミュ

■コミュニティ・センター大規

■将監地域複合施設建設設計

外国人にも好評な、泉西部地区の
自然や歴史などの地域資源を巡る
サイクリング体験

▲「青葉区民まつり」のフィナ
ーレを飾り、幅広い世代が参加
するすずめ踊り総踊り

10
11

30

秋保地区で採れたソバを使った
「仙台秋保そばフェス」のそば打
ち大会

▼区民主体で実施する「西公園
キャンドルライトファンタジ
ー」。子どもたちの手作りキャ
ンドルに、未来の夢を託します

