
イベント開催レポート

仙台市では2021〜2030年度の10年間のまちづくりの⽅向性を⽰す新しい
「総合計画」の作成を進めています。
当イベントでは、区の魅⼒や強み・課題意識を映させた「区別計画」を作
成するにあたり、太⽩区に在住・通学・通勤している10代の皆さんから、
これからの10年のまちづくりについてご意⾒を頂きました。

太⽩みらいサミット 〜キミこそがまちづくりプランナー〜

2020年2⽉16⽇（⽇）13：30〜17：00⽇時

会場 太⽩区中央市⺠センター 3階⼤会議室

参加者 太⽩区に在住、通勤、通学、活動している
中⾼⽣、⼤学⽣（46名）
太⽩区役所
（運営：太⽩みらいクラブ）

主催者

イベントについて

概要



当日のプログラム

時 間 内 容

13：00 開場・受付

13：30

オリエンテーション
区⻑挨拶
ファシリテーター紹介
区別計画について説明

13：50
⾃⼰紹介
①10年後の⾃分⾃⾝について想像してみよう

14：05
テーマについての事例発表
②太⽩区の今を知ろう

14：30 ③太⽩区の魅⼒・課題を探してみよう

15：00
④10年後の太⽩区について考えよう
⑤10年後よりよい太⽩区にするために、
取り組むことを考えよう

16：00 「いいね！タイム」＆休憩

16：40 共有

17：00 終了

スケジュール

ファシリテーター

率直な意⾒を
お聞かせください！

いいね！

Welcome！

おいしいおやつも。

⻘⽊ ユカリ ⽒
（せんだい・みやぎNPOセンター常務理事兼事務局⻑）
平成31年2⽉24⽇に開催した「太⽩みらいトーク」に引き続き、
ファシリテーター（進⾏）を務めて頂きました。

〈ファシリテーターよりコメント〉
当⽇の進⾏のお⼿伝いをさせていただきました。各テーブルでは、はじ
めはやや緊張気味のようでしたが、互いの話を聞き、それぞれが感じて
考えたことを語りあえたようでした。
テーブルファシリテータ−のみなさんもお疲れ様でした！



５つのテーマについて意⾒交換しました

太⽩区の
魅⼒

太⽩区の
課題・伸びしろ

10年後の未来に
向けた取組み

10年後の太⽩区は
こんなまちになっていたらいいな！

話し合いの内容（問い）

こんな取り組みをしたら
どうだろう・・・？

次のページから各テーマごとの報告書です☞

地域の賑わいづくり11

⼈とのつながり22

防災33

⼦育て応援44

⾼齢者・障害者福祉55



「賑わい」という⾔葉には、どのようなイメージがあるでしょうか。「場所」と
「イベント」に注⽬して考えてみましょう。太⽩区内には温泉や動物公園といった
有名な観光名所も数多くありますが、有名ではないけれど地元の⽅々に⼤切にされ
ている場所もあります。
それぞれの場所の特徴をいかしてイベントを開催することで、来訪者を増やし、

その場所の魅⼒を知ってもらうきっかけをつくることができます。ゆくゆくは住ん
でみたい街、帰ってきたい街になるかもしれません。皆さんの中にある「好きなこ
と」や「楽しいこと」から、賑わいを⽣み出す企画を考えてみましょう。

地域の賑わいづくり



まちづくりプランナー 報告書

参加者の声（感想）
🙋⾊んな可能性を広げることで、わくわくしながら
考えることが出来た。(⼤学⽣）

🙋様々な年代の⽅がいていろんな意⾒を知ることが
出来ておもしろかった。(⾼校⽣）

🙋太⽩区から仙台のポジティブな未来を創造していき
たいと思った。(中学⽣）

太⽩みらいクラブ部員より
⽇常⽣活で感じていることから、
話し合いの中でふと思いついたこ
となど、たくさん話してもらいま
した。そこから、具体的な取組み
プランまで⽴てられる発想⼒の豊
かさは本当にお⾒事！楽しい時間
をありがとうございました。

10年後の「太⽩区」はこんなまちになっていたらいいな！

みんなが知っているまち
・他県の⼈や外国⼈がたくさん訪れる
・名物店がちらほら存在
・「仙台と⾔えば太⽩区」といわれる

⾃然豊かなまち
・それぞれの地域の特⾊を⽣かし、緑を失
わずに発展していく

・⼦どもから⼤⼈まで、⾃然とふれあえる

交流しやすく知り合いがいっぱい
いるまち

・気軽に⾏けるお店が多く、地域の⼈と
交流できる場所がある

・区⺠が積極的にまちづくりイベントなど
に参加できる

交通格差がないまち
・東側の南部拠点地域の⼈と⻄側の秋保
地域の⼈が気軽に繋がれる

・公共の移動⼿段が増える

☑広報⼒UP
・区のPRにもっと⼒を⼊れる
・地区の祭りやイベントも区や市の
情報誌に載せる

・魅⼒を紹介する地域専属Youtuberを
育成する

☑豊かな⾃然との共存
・不要な杉を伐採し、観光に有利な紅葉や
桜を植える

・⾃然保護に⼒を⼊れる
・⼦どもたちが伸び伸びと遊べる公園を
増やす

☑魅⼒の発掘・発信
・「若者から⾒た太⽩区」をフリーペー
パーやSNSで発信する

・⾞向けと徒歩向けのまち歩きマップの
モデルコースを作ってみる

・みらいサミットのような同じテーマで
みんなが話し合う会の定期的な実施

・若い⼈向けのイベントや施設を増やす

☑公共交通機関の⾒直し・増設
・太⽩区内のみ巡る交通機関を作る
・バス停や駅の場所の⾒直し、バスを増便する

取
組
み

✎太⽩区の魅⼒や課題について

☺住みやすい
・⻑町モールが便利
・飲⾷店が多い
・観光資源が⾝近
・遊園地、動物公園、
地底の森ミュージアム

☺交通の便が良い
・仙台駅前に⾏きやすい
・移動⼿段が多い

☺⾃然が多い
・⾃然関連の観光スポッ
トが多い

・⾝近に遊べる公園

☺⼈が良い
・会話しやすい雰囲気が
ある

🙁知名度が低い
・「太⽩区と⾔えばコ
レ」というものがない

🙁交通格差がある
・坂が多く、移動に⾞や
バスが必要な地域が多い

・バスの本数が少ない
・駐⾞場が少なく留まりに
くい

🙁遊べる場所が少ない
・⼦供向けの観光施設や
イベントが少ない

・モール以外の商業施設
が少ない

→⾷べ歩きストリート
→スポッチャなど体を動
かせるところ

→区ゆかりのカフェや雑貨
屋を駅近に

◎魅⼒ △課題・伸びしろ



１０年後のまちでの「⼈とのつながり」は、どんなカタチになっているのでしょうか？

地域の⼈達を繋いでいるのは、⼀つの団体のみではありません。いろいろな場所で活動し
ている⽅々が、それぞれ協⼒し合いながら、⼈と⼈を繋いでいます。

住んでいて楽しい「まち」をつくるために、⼈とのつながりは、どんな姿になるのが良い
のでしょうか？どんな場所に集うのでしょうか？

住みよいまちづくりについて、これからの理想の「まち」を考えました。

人とのつながり



まちづくりプランナー 報告書

☺居住・観光・農業がそろっている
・家族で楽しめる施設（スポーツ系・博物館・
映画館・ショッピングモールなど）

・駅も川も近い、紅葉、360°⽥んぼがある
・秋保⼯芸の⾥などの観光施設がある

☺地域の⼈と関わることが多い
・声をかけてくれる
・朝のあいさつ運動が活発
・商店街や企業の社⻑と交流、座談会がある

🙁公共交通機関が少ない
・中⼼の地域へ⾏くアクセスが不便
・⻄側の交通の便が学⽣にとって良くない
・坂が多い（⾞が必要）
🙁魅⼒発信の仕⽅が良くない
・東⻄の魅⼒の結びつきが弱い
・他区に⽐べて飲⾷店が少ない
🙁⼈が多いから⼈間関係が難しい
・町内会が何しているか知らない
・いじめ問題がある
・同じマンションなのに会ったことがない

参加者の声（感想）

🙋太⽩区について話し合う機会がうれしかった（⼤学⽣）
🙋また話し合えるような場を開いてほしい（中学⽣）
🙋今回のアイディアを具体的なものにしていく過程にも
関わりたい（⼤学⽣）

🙋私達が若者として未来を創っていかなければならない
（⼤学⽣）

太⽩みらいクラブ部員より
⽇々学校で感じていること、登下
校の際に思っていることなど、学
⽣ならではの気づきがありました。
みなさんの想像⼒や⾏動⼒は素晴
らしい！みなさんへ拍⼿！！！

☑交通空間の整備
・オープンな公共空間をつくる
（屋外の広がる空間etc）

・商店街の魅⼒発信
・各地域のつながりを意識できる
コンテンツ

・秋保のお店のイベント

☑飲⾷店の⻑期開業サポート
・交通機関の近くにカフェなどをつくり
待ち時間を苦に感じさせなくする

・SNSで情報の共有、拡散（起業説明も）
・SNSなどのお客様の声を⽣かす

☑太⽩区にしかない
⽂化交流の場を作る

・⾃分から地域の⽅へあいさつしていく
・地域のみんなで参加できるイベント
・若い⼦が⼤⼈に教える、⼤⼈が若い⼦
に教えるセミナーをつくる

・外部コーチとして地域の⼈に学校へ
⼊ってもらう

・ゲストハウスなど気軽に安く泊まれる
ところをつくる

10年後の「太⽩区」はこんなまちになっていたらいいな！
住⺠がつながるまち

・知らない⼈に当たり前のように、
「こんにちは」といえる
・地域の⼈達が気軽にあいさつができたり、
助けあえる環境になっている

・宮城県でNo1犯罪が起こらない

住⺠が輝けるまち
・若者の社会進出が促進されている
・⼈⼝のばらつきが出ないようにもっと飲⾷店
が増える

・交通事故ゼロになっている

みんなが楽しく暮らせるまち
・歩いて楽しいまちづくりを⽬指している
・夢が近くにある
・いじめに対して考えが変わっている
・住⺠×観光客がつながる
・⼀期⼀会が⽣まれる
・気軽に参加できるイベント、
セミナー、学習会がある

取
組
み

✎太⽩区の魅⼒や課題について

◎魅⼒ △課題・伸びしろ



防災

昨今、地球温暖化や都市直下型地震の到来など、さまざまな異常現象について懸念されて
いますが、これらの⾃然現象を⼈の⼿で制御することはできません。

では私たちにできることとは⼀体どんなことでしょうか？

仙台市の防災計画の基本理念の中に「⾃助・共助・公助」という３つの考えがあり、
東⽇本⼤震災での被災経験を経て、これからの防災は「市⺠⼒」「地域⼒」がより重要にな
ると考えています。
防災グループでは、⾃然災害に対する防災について、過去の被災経験から得た課題・魅⼒

を元に、１０年後の理想の太⽩区について話し合いました。



まちづくりプランナー 報告書

参加者の声（感想）

🙋防災に対する考えを⾃分から積極的に考えることができた（中学
⽣）
🙋積極的に未来のことを考えていこうと思った（⾼校⽣）
🙋⾃分が住んでいるところではないが、とても興味関⼼を持て
るようになった（⼤学⽣）

災害への備えが充実しているまち
・1⼈1個、防災バック（⾮常持ち出し袋）を
持っている

・災害時は、娯楽施設を避難所利⽤できる
・電柱がなくなっていて、2次被害が少ない
・避難所の情報がリアルタイムでわかる

ひとりひとりの防災意識が⾼いまち
・防災教育が充実していて危機意識が⾼い
・⼩さい⼦供でも災害時の対処法がわかる
・近所の危険箇所を地域で情報共有している
・多世代で共助ができる

どんなときも安⼼して暮らせるまち
・避難⽣活が快適になっている
（避難所の増設による避難者の分散や、備蓄倉庫
の増設による潤沢な備蓄）

・避難所に井⼾があり、⽔の供給に困らない
・ペットも⼀緒に避難できる避難所がある

災害に強い都市開発が進んでいるまち
・災害に強い構造物（堤防・建物など）が増え
ている

・建築物の破損・⽼朽化などを直す
・古い建築物を避難所として利⽤している
・どこにいても近くに避難できる場所がある
・安全都市№1になる
・太⽩区を唯⼀無⼆の場所にする

10年後の「太⽩区」はこんなまちになっていたらいいな！

太⽩みらいクラブ部員より

普段から震災復興の活動をして
いる⽅もいて、様々な視点での
まちづくりのプランが出てきま
した。現代のオタク⽂化と防災
を繋げてしまうところが流⽯で
す！私も防災バッグほしいな。

☑災害への備えを充実
・キャラクターやアイドルとコラボした
防災バックを販売する

・地域のハザードマップを作成する
・ハザードマップをもっと周知する
・防災ﾀｳﾝﾍﾟｰｼﾞの充実させる
・防災絵本の開発販売する
・避難所の増設や環境改善する
（ペットも同伴可に）
・娯楽施設も避難所として利⽤する

☑防災について考える機会の増加
・家族向けの防災ワークショップを開く
・防災ダンスを区⺠まつりで広める
・⼟⽇に避難訓練を実施する
・町内会でも避難勧告ができるようにする
・災害情報をアプリや町内放送で流す

☑災害に強い都市開発
・道路整備を進める
・備蓄倉庫を増設する
・建物の耐震化促進

取
組
み

✎太⽩区の魅⼒や課題について

☺利便性が⾼い
・交通の便が良い
・商業，娯楽施設が
充実している

・⼟地開発による⼈⼝の
増員

☺防災活動が活発
・中学校で復興プロジェ
クトを⾏っている

・地域で危険な場所を
チェックするなど防災
活動が盛んに⾏われて
いる

◎魅⼒
🙁防災意識が低い
・震災の⾵化
・被災経験がない
・想定外の被害への備え

🙁避難時の不安がある
・⾮常扉や消⽕器等の
器具の使い⽅が分か
らない

・古い建物多くて危険
・公共交通機関以外の
避難⽅法が少ない

・断⽔時にすぐに⽔が⼿に
⼊らない

・避難所に優先順位がある
のが不満

△課題・伸びしろ



みなさんは⾃分が⼦育てをするイメージができますか？

⾚ちゃん中⼼の⽣活は⼤忙しです。おむつ替えや⾷事などのお世話だけでなく、普段の家
事もこなさなければならないし、ケガをしないように⽬も離せません。夜は授乳や夜泣き
で、なかなか眠れないこともあります。
どうして泣いているんだろう？泣き声は近所迷惑になっていないかな？誰に相談すればい

いだろう？新⽶パパママは不安でいっぱいです。
そんな⼦育て家庭を応援するために、仙台市では、地域の預け先や相談できる場所の提供

など、様々な取り組みを⾏っています。
⼦育てを応援するためには、どのような環境や取り組みが必要になるでしょうか。地域で

⼦育て家庭を⾒守り、⼦どもたちが健やかに過ごすために、これからの⼦育てを考えまし
た。

子育て応援



まちづくりプランナー 報告書

☺地域との交流
・転⼊者との交流がある
・近所の⼈に⼩さいころか
ら⽬をかけてもらってい
た

☺⽀援制度の充実
・⺟⼦⽗⼦家庭への援助が
ある

☺保育園や幼稚園が多
い

☺家族で楽しめるイベ
ントや施設

・⻑町秋のフェスティバル
などのイベント

・⼋⽊⼭動物園
・⼤型ショッピングセン
ター

🙁⼈と⼈とのつながり
が弱い

・近所の⼈を知らない
・マンションは特に近所
付き合いが希薄

🙁太⽩区の⼈⼝を活か
した助け合いが⾜り
ない

🙁待機児童がいる
🙁⼦連れでの外出の
不便

・郊外からのアクセスが
悪い

・段差が多くベビーカー
は⼤変

参加者の声（感想）

🙋若い⼈たちがこうやって⾃分たちの地域について話し
合う機会があることに感動した。（⾼校⽣）

🙋⾃分が⽣まれ育った太⽩区について深く考え、未来を
⾃分たちでつくっていきたいと思った。（中学⽣）

🙋今後の太⽩区について、⾃分にできることがあれば⾏動
していこうと思った。（中学⽣）

太⽩みらいクラブ部員より

実際の⾚ちゃんの⼤きさ、重さの⼈
形を抱っこして、⾚ちゃんのいる⽣
活を想像しました。⾃分たちが⽣活
する地域や、世代間の交流に着⽬し
た理想のまちへの発想や想像は、素
晴らしい未来を予感させてくれまし
た。

☑⼦育て⽀援施設・⾏事の充実
・地域の会社に保育施設を設置する
・「何か困ったらココ！」という総合相談所を
設置する

・お寺で⼦育て教室を⾏う
・⽗親向け⼦育て教室を⼟⽇に開催する

☑親しみやすい地域コミュニティの形成
・世代を超えて積極的につながりを持つ
・近所で気軽に集まれる交流の場所をつくる
・昔ながらの地域の良さを維持したまちづくりを
していく

☑親⼦で参加できるイベントの充実
・⺟⼦家庭・⽗⼦家庭向けのイベントを開催する
・お祭りなどの家族で気軽に参加できる地域の
⾏事を開催する

☑⼦育てに便利・安全・安⼼な環境づくり
・公共交通機関の整備で⼦連れの外出が便利にな
る
・清掃ボランティア活動で⾃分たちの地域は⾃分
たちできれいにする
・ベビーカー専⽤のエレベーターを駅に設置する

取
組
み

✎太⽩区の魅⼒や課題について

◎魅⼒ △課題・伸びしろ

10年後の「太⽩区」はこんなまちになっていたらいいな！

待機児童がほとんどいないまち

地域全体で⼦育てするまち
・年齢関係なく助け合える
・⼈と⼈とのつながりが濃く、気軽に助け合える
・近所でたくさん交流を持ち、快く過ごすことが
できる

・困っている⼈を⾒過ごさず、声を掛け合える

⼦連れでもお出かけが楽しいまち
・公共交通網や設備が整備され、便利で出かけやすい
・気軽に参加して世代間交流もできる地域の⾏事があ
る

安⼼して⼦育てができるまち
・安全で清潔なまちづくりに地域で取り組んでいる
・不安や困り事を、気軽に相談できる場所や制度が
ある



今後、超⾼齢社会が到来し、現在は3⼈で1⼈の⾼齢者を⽀えていますが、2050年には1.2
⼈で1⼈の⾼齢者を⽀えていかなければならなくなります。⾼齢社会が進むことで、介護
保険を利⽤する⼈が増加し、税⾦の⽀出も増加することが予想されます。⾼齢者ができ
るだけ健康を保ち、そして介護保険の運⽤も圧迫させないためにも、仙台市では基本的
な体操など介護予防に取り組んでいます。
また、障害のある⽅は全体の5％程で、理解し思いやることが⼤切です。

⾼齢者や障害のある⽅が、⽣き⽣きと元気に⽣活していくためには、どんな取り組み
が必要なのか、また、⾃分たちにはなにができるのかを考えました。

高齢者・障害者福祉



まちづくりプランナー 報告書

参加者の声（感想）
🙋他⼈と共有することで、⾃分にはなかった事柄をみつけられた
（⼤学⽣）

🙋⾃分の考えを楽しく⾃由に正直に話し合えた。このサミットをき
っかけに新しい世界が広がった（中学⽣）

🙋我々⼀⼈⼀⼈が意識していくことが⼤切だと思った（⾼校⽣）

太⽩みらいクラブ部員より

介護予防など⽇頃聞きなれない
⾔葉がいっぱい出てきたと思い
ますが、⾝近な環境に置き換え
て考えられました。⾃分⾃⾝が
できること、ぜひ今⽇から実践
していきましょう☺

☑⾼齢者と若者の融合 ☑地域の交流の場
・⾼齢者が⼦供に昔の遊びを伝承し交流する ・区ゆかりの⾷材を使って、料理して
・世代関係なしにできるスポーツイベント ⾷べる交流の場がある
がある

・若い⼈が町内会などの役員になる ☑⾼齢者・障害者のための取組み
・地下鉄の駅などバリアフリーを整備する

☑健康な⾼齢者づくり ・募⾦を募り乗合バスを購⼊する
・太⽩区の魅⼒ツアー(紅葉・太⽩⼭・名取川) ・乗合タクシーを増やす
・⾼齢者限定ジムをつくる ・シニア専⽤⾞を作り座る席を確保する
・話題になる⾼齢者を輩出し宣伝していく
・公園の整備で多様な使い⽅ができるように
なる

☑⾃分たちができること
・席を譲る
・誰とでも話しやすいような場をつくる

取
組
み

✎太⽩区の魅⼒や課題について

10年後の「太⽩区」はこんなまちになっていたらいいな！

世代を超えて交流し、賑わうまち
・⾼齢者と若い⼈が交流している
・地域が⼀体となっている
・町内会で若い⼈が主体になっている

健康で元気な⼈が多いまち
・⼼・体・⾦銭の⾯で充実している
・健康な⾼齢者がたくさんいる

⼼が優しいまち
・1⼈1⼈が思いやりを持ち助け合える
・良い⼈がたくさんいる

区の魅⼒を発信できるまち
・⾃然や⽂化などの魅⼒を保っている
・まちが今と変わらずきれいなまま残っている

出歩きやすいまち
・⾼齢者・障害者でも出かけやすい
・交通の便がよくなる(バスの本数)
・ユニバーサルデザインで使いやすい

🙁町内会が⾼齢化している
🙁⾼齢者と若者の交流が少ない
🙁公園は遊具が多く使い⽅は限られる
🙁肩⾞社会→税⾦が増えそうで不安
🙁介護予防事業の実施頻度が地区毎に
偏りがある

🙁坂が多いのにバスの本数が少ない

△課題・伸びしろ

☺元気な⾼齢者が多い
☺⾃然が豊か
☺空気がおいしい
☺買い物できる場所が多い
☺優しい⼈が多い
☺伝統⽂化が多い(町内会でおみこし)

◎魅⼒



参加理由

✎各種回答数（複数回答可能）

10

11

9

26

19

9

22

0 5 10 15 20 25 30

7.その他

6.QUOカードがもらえること

5.太⽩区ゆかりのお菓⼦が⾷べられること

4.学校の先⽣のすすめ

3.他の学校の学⽣と新しい出会いがあること

2.区役所職員と直接話す機会があること

1.太⽩区の未来を同年代で話し合うこと

「その他」の内容（例）
・ディスカッションの機会が欲しかった
・友達に誘われた
・⾃分の意⾒を未来に活かしたい …等

✎参加者所属先例
・尚絅学院⼤学
・東北⼯業⼤学
・三桜⾼校
・仙台⻄⾼校
・富沢中学校
・秋保中学校
・⻑町中学校 …他

中学⽣ 21名
⾼校⽣ 8名
⼤学⽣ 17名
合計 46名

アンケートまとめ

参加者内訳



内容についての評価

✎質問内容（5段階評価）
（1）イベントに参加していかがでしたか
（2）総合計画・区別計画への興味・関⼼は⾼まりましたか
（3）太⽩区の未来について、興味・関⼼は⾼まりましたか

質問 評価基準
5 4 3 2 1

（1） 良かった⇔悪かった
（2） そう思う⇔そう思わない
（3） そう思う⇔そう思わない

評価5

82%

評価4

16%

評価3

2%

評価2

0%

評価1

0%

知らない⼈たちと同じ
テーマについて話し
合って仲良くなれた

他の世代と交流する機
会がないので良い機会
だった

⾃分が⽣きる近い未来
について深く考えられ
てよかった

（1）

わかりやすい説明と資
料があり考える良い
きっかけになった

評価5

60%

評価4

38%

評価3

2%

評価2

0%

評価1

0%

たくさんの⼈から様々
な意⾒が聞けて発⾒が
あった

今回話し合ったことが
少しでも反映されたら
若者の社会参画意識が
育まれると思う

（2）

評価5

71%

評価4

25%

評価3

2%

評価2

2%

評価1

0%

我々⼀⼈⼀⼈が意識し
ていくことが⼤切だと
思った

⾃分が住んでいる地域
のことをこんなに考え
たのは初めてだった

このイベントがきっか
けで地域の未来につい
て深く考えるように
なった

（3）


