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■広告物景観地域図

屋外広告物
　優れた景観の形成と美観風致の維持及び公衆に対する危害の
防止を図るため、屋外広告物法に基づき「仙台市屋外広告物条
例」を定め、屋外広告物を設置する場合の必要な規制を行って
います。特に、景観法に基づき策定した仙台市「杜の都」景観
計画で指定した景観重点区域内の屋外広告物については、各
ゾーンの基準を設け、仙台市屋外広告物条例において「広告物
景観地域」に指定する等、地区特性を踏まえた、きめ細かな規
制・誘導を図っています。
◆禁止地域
　条例に基づき、風致の維持などが特に必要と認められる以下
の場所を、原則として広告物を掲出することができない禁止地
域に指定しています。
○第一種低層住居専用地域
○風致地区
○国立・国定・県立の自然公園、各種の都市公園、風致保安
林、県自然環境保全地域、緑地環境保全地域内
　※市長が指定する区域を除く
○国宝・重要文化財・県指定文化財・史跡名勝・天然記念物
の指定地域内
○古墳、墓地、火葬場・葬祭場・寺社・仏堂・教会などの敷
地内
○広瀬川の清流を守る条例に基づく環境保全区域
○東北自動車道、仙台東部道路、三陸縦貫自動車道、仙台
南部道路、東北新幹線の市内全区間（道路については休
憩所及び給油所を除く。）及びその両側500ｍ以内（商
業地域を除く地域。ただし、市街化区域にあっては路面
高以上に限る。）
○東北本線、仙山線、仙石線の市内全区間

◆許可地域
　禁止地域以外の地域を許可地域とし、風致の維持や産業振興
の必要性を考慮し、その区域の特性に応じて第一種から第三種
に区分しています。
○第一種許可地域
　都市計画区域外の区域、市街化調整区域、第二種低層住居専
用地域
○第二種許可地域
　第一種許可地域及び第三種許可地域以外の地域
○第三種許可地域
　近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域または工業
専用地域のうち、市長が指定する幹線道路（一般国道4号（仙
台バイパス）、一般国道45号の一部区間、主要地方道仙台塩
釜線（産業道路）の一部区間、主要地方道仙台松島線（利府街
道）の一部区間）の境界線から30m以内の地域
※第二種許可地域、第三種許可地域であっても、公共施設等の
敷地については、第一種許可地域の基準が適用されます。
◆広告物景観地域
　景観計画で景観重点区域と定めた区域を、仙台市屋外広告物
条例において「広告物景観地域」に指定し、現行の許可基準に
景観計画の内容を追加した具体的な基準『広告物設置基準』
と、より望ましい基準としての『広告物誘導基準』を定めています。
　また、『広告物誘導基準』は良好な景観形成を積極的に誘導
すべき事項について定めたもので、建物毎に自主的に取り組む
協定を締結する基準としても活用します。
◆広告物モデル地区
　優れた広告景観を形成する必要がある地区として、定禅寺通
地区、宮城野通地区及び青葉通地区を「広告物モデル地区」に
指定し、広告物美観維持基準のもと、良好な広告景観の形成を目
指しています。
　この他、地区計画においても屋外広告物の制限を設けている
地区があります。
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■せんだい都心再構築プロジェクト　都心の将来イメージ

　震災復興の次なるステージを目指して、経済活動と交流の中
心的舞台である本市の都心部を再構築するため、令和元年7月よ
り「せんだい都心再構築プロジェクト」に取り組んでいます。
　本プロジェクトは、杜の都仙台の都市個性を活かしながら、
賑わいと交流、そして継続的な経済活力を生み出し続ける躍動
する都市を目指し、市民や事業者の方々などとの連携のもと、
挑戦を重ねながら都心部の機能強化を進めていくもので、プロ
ジェクト期間は令和12年度までとしています。
◆都心の将来イメージと施策の方向性
　「働く場所、楽しむ場所として選ばれる、杜の都の個性きら
めく、躍動の都心（まち）」
①東北を牽引するイノベーションが生まれる都心（まち）
　　高度な都市機能が集積し、国内外からの投資を呼び込む
「多様なイノベーションが生まれ、働く場所として選ばれる
都心（まち）」を目指します。
　【施策の方向性】高機能なオフィスの整備と企業誘致の連
動、起業のスタートアップ拠点の形成など
②東北の交流拠点となる新たな賑わいを創り出す都心（まち）
　　公共空間と民有地が一体となることで生み出されるゆとりの
ある空間の中に、新たな賑わいや魅力を創出し、「国内外から
人が集い交流し、楽しめる都心（まち）」を目指します。
 

せんだい都心再構築プロジェクト
　【施策の方向性】体験プログラムの創出や受け入れ環境の整
備などによる旅行者やMICE参加者等の消費拡大、中心部商
店街活性化、都心の回遊性向上に向けた交通環境の整備など
③杜の都の個性が活きる都心（まち）
　　高い防災力と美しい環境を活かし、緑に包まれた憩いと安
らぎを生む都市環境の中で、通りやエリアごとの個性が輝
く、「杜の都の個性が活きる都心（まち）」を目指します。
　【施策の方向性】企業のリスク分散の視点からも選ばれる安
全・安心で快適な都心環境の構築、通りやエリアの特性を活
かしたエリアマネジメントの推進、リノベーションまちづく
りなど
◆主なプロジェクトの施策（令和３年10月末現在）
　老朽建築物の建替えやオフィス床の新規供給を契機に、ICT
関連企業や本社機能を集積し、域内への民間投資を呼び込むこ
とで、さらに老朽建築物の建替え等を促す好循環を生み出すべ
く、次のような施策を展開しています。
　・「仙台市都心部建替え促進助成金制度」の創設
　・「高機能オフィスの整備」に着目した容積率の緩和
　・「仙台市市街地再開発事業補助金制度」の拡充
　・都市再生緊急整備地域の拡大等
　・「企業立地促進助成制度」の強化
　・「グリーンビルディングの整備を促進するための方針」の
　　策定
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　都市再生緊急整備地域・特定都市再生緊急整備地域とは
　都市再生緊急整備地域は、都市再生特別措置法（以下、「法」）に
基づき、都市の再生の拠点として都市開発事業等を通じて、緊急
かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として、国が指定
する地域です。
　特定都市再生緊急整備地域は、法に基づき、都市再生緊急整
備地域の内から、都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効
な地域として、国が指定する地域です。
　都市再生緊急整備地域においては、都市再生特別地区の都市
計画決定による土地利用規制の緩和や、都市計画の提案、事業
認可等の手続き期間の短縮、民間プロジェクトに対する金融支
援を受けるための国土交通大臣の認定等、特別な措置を受ける
ことができます。さらに、特定都市再生緊急整備地域において
は、都市再生緊急整備地域における支援措置に加え、より充実
した税制支援などを受けることができます。
　都市再生緊急整備地域内における開発事業
　「せんだい都心再構築プロジェクト」の施策の一つとして、
老朽建築物の建替えに合わせて高機能オフィスの整備を図るた
め「仙台市都心部建替え促進助成制度」が創設され、この助成
制度を活用した建替えの第1号として、令和2年4月にNTT都市
開発株式会社が実施する「（仮称）NTT仙台中央ビル」を指定
しました。本事業では、高機能オフィスのほか、まちの賑わい
創出に寄与するオープンスペースなどが整備される予定です。

　スマートシティとは
　ICT等の先進的技術の活用により、都市や地域の機能やサー
ビスを効率化・高度化し、各種の課題解決を図るとともに、快
適性や利便性を含めた新たな価値を創出するまちづくりの取組
のことを言います。
　仙台市泉区における先進取組協議会
　泉区泉パークタウンでは、民間開発により段階的に整備が進
められ、当初造成より40年以上が経過しており、高齢化の進
展等に伴う郊外居住地域の社会課題解決に向けて、スマートシ
ティの取り組みによる「持続可能な郊外居住地域」の実現を目
指しています。令和元年8月に、仙台市、開発事業者、関連企
業等で「仙台市泉区における先進取組協議会」（以下、「協議
会」という。）を設立し、先進的技術を活用した実証実験や住
民主体のタウンマネジメントの仕組み構築に向けた検討を開始
しました。
　これまで、効率的な地域モビリティ環境の構築を目指し、太
陽光発電で充電したEV車のオンデマンド交通の試験運行や、
地域のコミュニティバス「泉パークバス」運行において、利用
状況のデータ取得の実証実験を行っています。将来的には、泉
パークタウンでの取組をショーケースとして、その他の郊外居
住地域への展開を図ることを目標としています。
　国土交通省スマートシティモデル事業
　協議会の取組は、令和元年5月に、国土交通省スマートシ
ティモデル事業において、国で重点的に支援を実施することで
事業の熟度を高め、早期の事業化を促進していく「重点事業課
促進プロジェクト」に選定されました。
　泉パークタウン朝日地区の開発
　泉パークタウンの最終街区で整備される泉パークタウン朝日
地区は、協議会におけるスマートシティ実現体制の下、新しい
時代に対応した低炭素社会・循環型社会の形成に寄与する先進
技術やサービスを導入した社会解決型まちづくりとして令和4
年度のまちびらきを目指しています。これらの実現に向けて開
発事業者より用途地域の変更、地区計画の指定等の提案がなさ
れ、令和3年5月に都市計画の決定・変更を行いました。

　都市再生緊急整備地域の拡大
　本市では、都市再生緊急整備地域として平成14 年10月25日
に「仙台駅西・一番町地域」（約 79 ヘクタール）が指定されました。
令和 2年 9月16日には、名称を「仙台都心地域」へ変更し、都市
再生緊急整備地域の拡大（約186 ヘクタール）及び特定都市再生
緊急整備地域（約 73 ヘクタール）の新規指定が行われました。

都市再生緊急整備地域 スマートシティ事業

■NTT仙台中央ビル　完成予想図

■勾当台・定禅寺通エリアのイメージ

■区域図（仙台都心地域）

【検討分野】
便利でスマートな交通システム

エネルギーの自産自消

人と自然が調和した自然環境 健やかで快適なライフスタイル

安心安全のスマート機能

交通・物流

エネルギー

自然との共生 健康

安心・安全

泉パークタウン
朝日地区

【土地利用計画図】

定禅寺通・せんだいメディアテーク
・宮城県民会館

〇仙台の象徴的な景観を守り未来につなげる、植樹から
60年を超えたケヤキ並木の植え替えを始めとする計画
的な保全のあり方の検討

〇道路空間再構成等における、滞在を楽しむストリートづ
くりを意識した、歩道や沿道の空地等がシームレスにつ
ながる空間の創出

〇民間主体が、広場や歩道、公開空地等を継続して公益的
に利活用する仕組みづくり

〇エリアマネジメント組織等を主体とする、歩行者や滞
在者の視線の高さを意識した街並みや空間の形成と維
持、情報発信等によるブランディング、文化芸術・市民
活動や大小のイベント開催の日常化等に向けた支援・
協働

〇せんだいメディアテークとエリアとが文化発信をはじめ
とする魅力向上の相乗効果を生む、周辺のまちづくり活
動との連携や積極的な公開空地の利活用

〇宮城県民会館の移転の方向性を踏まえた、移転後のエ
リアの活性化や魅力向上につながるような利活用　等

仙台市民会館等

〇市民会館の更新を行わないとする方
　向性を踏まえた、西公園や青葉山方
　面との自然資源や歴史的なつながり
　を意識した将来の利活用

錦町庁舎・錦町公園

〇庁舎としての供用終了や周辺の開発
　動向等を踏まえた、本町周辺や仙台
　駅方面とのつながりを意識した将来
　の利活用や民間等と連携した公園の
　利活用

 市役所北庁舎等

〇市役所本庁舎の建て替
　えの進捗を踏まえた、
　エリアの交流軸を意識
　した民間への定期貸付
　や将来的な公共施設の
　移転用地としての有効
　な利活用等

公共施設・公共空間を活かして  
まちづくりに取り組む場所のイメージ  

〇市役所本庁舎の建替えや勾当台公園再整備等における、市民
　をはじめ多くの人々が気軽に立ち寄り、多彩な活動に触れ、質
　的な暮らしの豊かさを実感できる機能と、開放感あるデザイン
　の導入
〇公共施設・公共空間の老朽化対応や周辺民間施設の更新・リノ
　ベーション等の機会を捉えた、市役所新本庁舎や市民広場、定
　禅寺通等が連続したシームレスな利活用空間の創出
〇エリアマネジメントや民間活力の導入等による、定禅寺通等と
　連動した公・民の空間利活用、文化芸術・市民活動や大小のイ
　ベント開催の日常化　　　　　　　　　　　　　　　　　  　等

【重点ゾーン】市民広場等（詳細後述）

勾当台・定禅寺通エリアが目指すまちを
象徴する場所となるために、

取り組みの具体化と早期の展開を図る

凡例

凡例（勾当台・定禅寺通エリア内）

：勾当台・定禅寺通エリア
 （市役所周辺～元鍛冶丁公園周辺～西公園周辺～愛宕上杉通周辺）

：周縁エリア（都市再生緊急整備地域の外側）
   （商業・業務・居住機能中心）

：周縁・近接エリア
   （商業・業務機能中心）

：都市再生
　緊急整備
　地域

枠内

：【重点】市民広場周辺ゾーン ：主な公共施設・公共空間：交流の軸
   （交流の機会の促進と場の整備）

：ゆとりの軸
   （ゆとりある環境の整備と魅力の発信）

■概ねの対象エリア
　北：本庁舎周辺
　南：元鍛冶丁公園周辺
　東：愛宕上杉通周辺
　西：西公園通周辺

　仙台駅前と並ぶ本市都心の拠点である勾当台・定禅寺通エ
リアでは、市役所本庁舎建替えや定禅寺通活性化、市民広場
を含む勾当台公園の再整備等、民間の開発動向にも影響を及ぼ
す重要施策が動き出しています。このエリアにおいて、人々の
交流やにぎわいを生む様々な取り組みを一体的に進めるため、
令和12年度を目標年次とするまちづくりの理念と施策等の方
向性を示す「勾当台・定禅寺通エリアビジョン」を、令和3年
5月に策定しました。
◆まちづくりの理念
　「“交流”と“ゆとり”を楽しむところ ～みんなで育む“仙台の
庭”～ 」をまちづくりの理念とし、豊かにつながるみどりの開
放的な空間で、人々が交流やゆとりの時間を楽しむ光景が広が
り、多様な主体が協働して仙台らしさや新たな価値を生み出
す、仙台の庭となることを目指します。
◆施策等の方向性
　“交流”と“ゆとり”を楽しむ場となる施設や空間の拡充と、
人々の協働による多彩な活動を支援・促進するため、３つの施
策等の方向性を示します。
①まちづくりに寄与する公共施設・公共空間をつくる
　エリアの新たな街並みを形成する一助となるため、また市
民がまちを楽しむ日常の基盤をつくるため、公共施設等の利

勾当台・定禅寺通エリアビジョン 用価値や開放性の向上を図り、文化交流・市民活動を中心と
したまちづくりへと活かすことができる公共施設・公共空間
づくりに向け、取り組みの検討を進めます。
②公・民の空間をつなぎ、人や活動をつなぐ
　人々が“交流”と“ゆとり”を楽しむ場を拡充するため、公・
民で街並みの一体性や空間の連続性を向上する取り組みの検
討を進めます。
③多くの人々や民間投資を呼び込む
　エリアに関わる多様な主体の協働のもと、多彩な活動を行
うエリアマネジメントの導入や公共施設の運営等への民間活
力の導入を進め、多くの人々や民間投資を呼び込むよう、
公・民で取り組みの検討を進めます。
◆実現に向けて
　公・民の協働をさらに進めるとともに、市の関係部署の連携
を強化して施策の連動性を高め、このエリアの個性・強みを磨
き上げるまちづくりを展開していきます。
　さらに、都心全体を対象とする施策等や居心地がよく歩き廻
りたくなる環境の整備に向けた検討にも本ビジョンの趣旨を反
映し、都心回遊におけるこのエリアの拠点性を高めることで、
様々なエリアの個性・強みが際立ち、多様な魅力がつながる、
市民からも来訪者等からも「将来にわたり選ばれ続ける都心」
を目指します。
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　都市再生緊急整備地域・特定都市再生緊急整備地域とは
　都市再生緊急整備地域は、都市再生特別措置法（以下、「法」）に
基づき、都市の再生の拠点として都市開発事業等を通じて、緊急
かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として、国が指定
する地域です。
　特定都市再生緊急整備地域は、法に基づき、都市再生緊急整
備地域の内から、都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効
な地域として、国が指定する地域です。
　都市再生緊急整備地域においては、都市再生特別地区の都市
計画決定による土地利用規制の緩和や、都市計画の提案、事業
認可等の手続き期間の短縮、民間プロジェクトに対する金融支
援を受けるための国土交通大臣の認定等、特別な措置を受ける
ことができます。さらに、特定都市再生緊急整備地域において
は、都市再生緊急整備地域における支援措置に加え、より充実
した税制支援などを受けることができます。
　都市再生緊急整備地域内における開発事業
　「せんだい都心再構築プロジェクト」の施策の一つとして、
老朽建築物の建替えに合わせて高機能オフィスの整備を図るた
め「仙台市都心部建替え促進助成制度」が創設され、この助成
制度を活用した建替えの第1号として、令和2年4月にNTT都市
開発株式会社が実施する「（仮称）NTT仙台中央ビル」を指定
しました。本事業では、高機能オフィスのほか、まちの賑わい
創出に寄与するオープンスペースなどが整備される予定です。

　スマートシティとは
　ICT等の先進的技術の活用により、都市や地域の機能やサー
ビスを効率化・高度化し、各種の課題解決を図るとともに、快
適性や利便性を含めた新たな価値を創出するまちづくりの取組
のことを言います。
　仙台市泉区における先進取組協議会
　泉区泉パークタウンでは、民間開発により段階的に整備が進
められ、当初造成より40年以上が経過しており、高齢化の進
展等に伴う郊外居住地域の社会課題解決に向けて、スマートシ
ティの取り組みによる「持続可能な郊外居住地域」の実現を目
指しています。令和元年8月に、仙台市、開発事業者、関連企
業等で「仙台市泉区における先進取組協議会」（以下、「協議
会」という。）を設立し、先進的技術を活用した実証実験や住
民主体のタウンマネジメントの仕組み構築に向けた検討を開始
しました。
　これまで、効率的な地域モビリティ環境の構築を目指し、太
陽光発電で充電したEV車のオンデマンド交通の試験運行や、
地域のコミュニティバス「泉パークバス」運行において、利用
状況のデータ取得の実証実験を行っています。将来的には、泉
パークタウンでの取組をショーケースとして、その他の郊外居
住地域への展開を図ることを目標としています。
　国土交通省スマートシティモデル事業
　協議会の取組は、令和元年5月に、国土交通省スマートシ
ティモデル事業において、国で重点的に支援を実施することで
事業の熟度を高め、早期の事業化を促進していく「重点事業課
促進プロジェクト」に選定されました。
　泉パークタウン朝日地区の開発
　泉パークタウンの最終街区で整備される泉パークタウン朝日
地区は、協議会におけるスマートシティ実現体制の下、新しい
時代に対応した低炭素社会・循環型社会の形成に寄与する先進
技術やサービスを導入した社会解決型まちづくりとして令和4
年度のまちびらきを目指しています。これらの実現に向けて開
発事業者より用途地域の変更、地区計画の指定等の提案がなさ
れ、令和3年5月に都市計画の決定・変更を行いました。

　都市再生緊急整備地域の拡大
　本市では、都市再生緊急整備地域として平成14 年10月25日
に「仙台駅西・一番町地域」（約 79 ヘクタール）が指定されました。
令和 2年 9月16日には、名称を「仙台都心地域」へ変更し、都市
再生緊急整備地域の拡大（約186 ヘクタール）及び特定都市再生
緊急整備地域（約 73 ヘクタール）の新規指定が行われました。

都市再生緊急整備地域 スマートシティ事業

■NTT仙台中央ビル　完成予想図

■勾当台・定禅寺通エリアのイメージ

■区域図（仙台都心地域）

【検討分野】
便利でスマートな交通システム

エネルギーの自産自消

人と自然が調和した自然環境 健やかで快適なライフスタイル

安心安全のスマート機能

交通・物流

エネルギー

自然との共生 健康

安心・安全

泉パークタウン
朝日地区

【土地利用計画図】

定禅寺通・せんだいメディアテーク
・宮城県民会館

〇仙台の象徴的な景観を守り未来につなげる、植樹から
60年を超えたケヤキ並木の植え替えを始めとする計画
的な保全のあり方の検討

〇道路空間再構成等における、滞在を楽しむストリートづ
くりを意識した、歩道や沿道の空地等がシームレスにつ
ながる空間の創出

〇民間主体が、広場や歩道、公開空地等を継続して公益的
に利活用する仕組みづくり

〇エリアマネジメント組織等を主体とする、歩行者や滞
在者の視線の高さを意識した街並みや空間の形成と維
持、情報発信等によるブランディング、文化芸術・市民
活動や大小のイベント開催の日常化等に向けた支援・
協働

〇せんだいメディアテークとエリアとが文化発信をはじめ
とする魅力向上の相乗効果を生む、周辺のまちづくり活
動との連携や積極的な公開空地の利活用

〇宮城県民会館の移転の方向性を踏まえた、移転後のエ
リアの活性化や魅力向上につながるような利活用　等

仙台市民会館等

〇市民会館の更新を行わないとする方
　向性を踏まえた、西公園や青葉山方
　面との自然資源や歴史的なつながり
　を意識した将来の利活用

錦町庁舎・錦町公園

〇庁舎としての供用終了や周辺の開発
　動向等を踏まえた、本町周辺や仙台
　駅方面とのつながりを意識した将来
　の利活用や民間等と連携した公園の
　利活用

 市役所北庁舎等

〇市役所本庁舎の建て替
　えの進捗を踏まえた、
　エリアの交流軸を意識
　した民間への定期貸付
　や将来的な公共施設の
　移転用地としての有効
　な利活用等

公共施設・公共空間を活かして  
まちづくりに取り組む場所のイメージ  

〇市役所本庁舎の建替えや勾当台公園再整備等における、市民
　をはじめ多くの人々が気軽に立ち寄り、多彩な活動に触れ、質
　的な暮らしの豊かさを実感できる機能と、開放感あるデザイン
　の導入
〇公共施設・公共空間の老朽化対応や周辺民間施設の更新・リノ
　ベーション等の機会を捉えた、市役所新本庁舎や市民広場、定
　禅寺通等が連続したシームレスな利活用空間の創出
〇エリアマネジメントや民間活力の導入等による、定禅寺通等と
　連動した公・民の空間利活用、文化芸術・市民活動や大小のイ
　ベント開催の日常化　　　　　　　　　　　　　　　　　  　等

【重点ゾーン】市民広場等（詳細後述）

勾当台・定禅寺通エリアが目指すまちを
象徴する場所となるために、

取り組みの具体化と早期の展開を図る

凡例

凡例（勾当台・定禅寺通エリア内）

：勾当台・定禅寺通エリア
 （市役所周辺～元鍛冶丁公園周辺～西公園周辺～愛宕上杉通周辺）

：周縁エリア（都市再生緊急整備地域の外側）
   （商業・業務・居住機能中心）

：周縁・近接エリア
   （商業・業務機能中心）

：都市再生
　緊急整備
　地域

枠内

：【重点】市民広場周辺ゾーン ：主な公共施設・公共空間：交流の軸
   （交流の機会の促進と場の整備）

：ゆとりの軸
   （ゆとりある環境の整備と魅力の発信）

■概ねの対象エリア
　北：本庁舎周辺
　南：元鍛冶丁公園周辺
　東：愛宕上杉通周辺
　西：西公園通周辺

　仙台駅前と並ぶ本市都心の拠点である勾当台・定禅寺通エ
リアでは、市役所本庁舎建替えや定禅寺通活性化、市民広場
を含む勾当台公園の再整備等、民間の開発動向にも影響を及ぼ
す重要施策が動き出しています。このエリアにおいて、人々の
交流やにぎわいを生む様々な取り組みを一体的に進めるため、
令和12年度を目標年次とするまちづくりの理念と施策等の方
向性を示す「勾当台・定禅寺通エリアビジョン」を、令和3年
5月に策定しました。
◆まちづくりの理念
　「“交流”と“ゆとり”を楽しむところ ～みんなで育む“仙台の
庭”～ 」をまちづくりの理念とし、豊かにつながるみどりの開
放的な空間で、人々が交流やゆとりの時間を楽しむ光景が広が
り、多様な主体が協働して仙台らしさや新たな価値を生み出
す、仙台の庭となることを目指します。
◆施策等の方向性
　“交流”と“ゆとり”を楽しむ場となる施設や空間の拡充と、
人々の協働による多彩な活動を支援・促進するため、３つの施
策等の方向性を示します。
①まちづくりに寄与する公共施設・公共空間をつくる
　エリアの新たな街並みを形成する一助となるため、また市
民がまちを楽しむ日常の基盤をつくるため、公共施設等の利

勾当台・定禅寺通エリアビジョン 用価値や開放性の向上を図り、文化交流・市民活動を中心と
したまちづくりへと活かすことができる公共施設・公共空間
づくりに向け、取り組みの検討を進めます。
②公・民の空間をつなぎ、人や活動をつなぐ
　人々が“交流”と“ゆとり”を楽しむ場を拡充するため、公・
民で街並みの一体性や空間の連続性を向上する取り組みの検
討を進めます。
③多くの人々や民間投資を呼び込む
　エリアに関わる多様な主体の協働のもと、多彩な活動を行
うエリアマネジメントの導入や公共施設の運営等への民間活
力の導入を進め、多くの人々や民間投資を呼び込むよう、
公・民で取り組みの検討を進めます。
◆実現に向けて
　公・民の協働をさらに進めるとともに、市の関係部署の連携
を強化して施策の連動性を高め、このエリアの個性・強みを磨
き上げるまちづくりを展開していきます。
　さらに、都心全体を対象とする施策等や居心地がよく歩き廻
りたくなる環境の整備に向けた検討にも本ビジョンの趣旨を反
映し、都心回遊におけるこのエリアの拠点性を高めることで、
様々なエリアの個性・強みが際立ち、多様な魅力がつながる、
市民からも来訪者等からも「将来にわたり選ばれ続ける都心」
を目指します。
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◆地下鉄東西線沿線まちづくり 
　平成27年12月に開業した東西線は、住宅地や大学、観光
地、商業・業務地域など多様な機能、特性を持った地区をつな
ぎ、新たな都市活動、交流を創出することを大きな目的に整備
され、あわせて、沿線においては「東西線沿線まちづくりの基
本方針」に基づき、市民・事業者・行政など多様な主体による
連携、協力のもと、それぞれの地域特性に応じたまちづくりに
取り組んできました。
　これまでに、卸町・六丁の目駅周辺での都市計画の見直しに
よる民間開発の進展や東北大学農学部移転など青葉山新キャン
パスの整備、青葉通一番町駅出入口と一体となった市街地再開
発事業などが行われました。

　さらに、八木山動物公園駅周辺では、地域住民主体のまちづ
くりが東西線開業後も続いているほか、荒井駅周辺では土地区
画整理事業により、新たな市街地が形成され、駅直近の荒井東
地区では、地権者や企業、NPO法人で構成される「一般社団
法人荒井タウンマネジメント」によるエリアマネジメント活動
が行われています。
   また、青葉山駅周辺における「次世代放射光施設」の建設や
六丁の目駅周辺における仙台工業団地の移転事業が進んでいる
とともに、仙台市役所本庁舎の建替え、「せんだい都心再構築
プロジェクト」による新たな事業も動き出しており、本市経済
の活性化、地域活性化への効果が期待されています。

　本市が目指す機能集約型の都市づくりを着実に進めるため、
南北線も含め、「都市軸」である地下鉄沿線に都市機能の集積
を図る など、駅を中心としたまちづくりに引き続き取り組ん
でいきます。

地下鉄沿線のまちづくり

■地下鉄東西線沿線まちづくりの主な取り組み

◆エリアマネジメントとは
　地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるた
めの、住民・事業者・地権者等による自主的な取組みです。
◆仙台駅東地区におけるエリアマネジメント
＜仙台駅東まちづくり協議会の取組み＞
　仙台駅東地区では、平成27年度に、土地区画整理事業（市
施行）による基盤整備が完了し、現在、まちを作る段階からま
ちを育てる段階に入っています。
　そんな中、地区内の有志が中心となり、平成29年度からエ
リアマネジメントに関する勉強を重ね、令和元年度に「仙台駅
東まちづくり協議会」が設立されました。
　この協議会は、「住む・働く・楽しむ・学ぶが混在した多様なア
クティビティがあるまち」を将来像として掲げ、今後も住む場
所、働く場所として選ばれる地域であり続けることを目指し、
歩いて楽しいまち、自分らしいワーク・ライフスタイルが実現
できるまちなど、さまざまな社会ニーズに対応しながら、この
エリアならではのまちづくりを進めていくこととしています。
　この将来像を実現するため、これまで、「まちづくり計画」
の作成や、シンポジウムの開催、歩道へのキッチンカー設置、
楽天ベンチの設置などを実施しており、今後も、継続的なエリ
アマネジメント活動を目指して取り組んで行く予定です。

地域主体のエリアマネジメントによるまちづくり

◆荒井東地区におけるエリアマネジメント
＜荒井タウンマネジメントの取組み＞
　荒井東地区では、地下鉄東西線の開業に合わせた都市基盤整
備を進めるための土地区画整理事業（平成 22 年 2 月組合設立）
が施行され、この事業と連携しながら、まちづくり基本計画等
を検討するため、平成 24 年 3 月に「荒井東まちづくり協議会」
が設立されています。
　平成 25年 5月には、この協議会の理念を継承しながら「まち
を育てる」ための組織として、「一般社団法人荒井タウンマネジ
メント（以下「荒井ＴＭ」という。）」が、協議会及び土地区画整
理組合の有志により設立され、平成 28年 1月には、公的な位置
付けの下、公共的空間の維持管理や賑わい創出等を含めたまち
づくり活動を、より円滑に推進できるよう、都市再生特別措置
法に基づく「都市再生推進法人」に指定されました。
　荒井ＴＭは、荒井東地区の長期的な価値向上につながるまち
づくりを目指し、「コミュニティ形成事業」、「賑わい創出事業」、「エ
コタウン事業」、「官民連携事業」、「不動産事業」等の取組みを展
開しています。
　また、この地域では、球技スポーツができ、交流活動の場と
なるような魅力ある多目的な公園整備の要望があり、荒井ＴＭ
がこれを実現するために荒井東 1 号公園において、フットサル
やテニスができる施設を整備（平成 29年 9月オープン）し、そ
の収益で公園全体の維持管理を行っています。
　この取組みを行うにあたり、都市再生特別措置法に基づく都
市再生整備計画と都市利便増進協定の制度を活用し、荒井ＴＭ
と公園管理者（仙台市）が、公園の維持管理方法やその費用負
担等について定めています。

■荒井東１号公園内スポーツ施設運営事業

議論を重ねた「まちづくり
計画」を地域シンポジウ
ムなどを経て作成し、市
長に提出 （令和2年3月）

宮城野通の歩道等にキッ
チンカーなどを設置する
「ユアキッチン」を実施 
（令和2年6月～10月）

楽天野球団と連携し、球
場で使用していたベンチ
を宮城野通の歩道に設
置 （令和2年8月～）
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◆地下鉄東西線沿線まちづくり 
　平成27年12月に開業した東西線は、住宅地や大学、観光
地、商業・業務地域など多様な機能、特性を持った地区をつな
ぎ、新たな都市活動、交流を創出することを大きな目的に整備
され、あわせて、沿線においては「東西線沿線まちづくりの基
本方針」に基づき、市民・事業者・行政など多様な主体による
連携、協力のもと、それぞれの地域特性に応じたまちづくりに
取り組んできました。
　これまでに、卸町・六丁の目駅周辺での都市計画の見直しに
よる民間開発の進展や東北大学農学部移転など青葉山新キャン
パスの整備、青葉通一番町駅出入口と一体となった市街地再開
発事業などが行われました。

　さらに、八木山動物公園駅周辺では、地域住民主体のまちづ
くりが東西線開業後も続いているほか、荒井駅周辺では土地区
画整理事業により、新たな市街地が形成され、駅直近の荒井東
地区では、地権者や企業、NPO法人で構成される「一般社団
法人荒井タウンマネジメント」によるエリアマネジメント活動
が行われています。
   また、青葉山駅周辺における「次世代放射光施設」の建設や
六丁の目駅周辺における仙台工業団地の移転事業が進んでいる
とともに、仙台市役所本庁舎の建替え、「せんだい都心再構築
プロジェクト」による新たな事業も動き出しており、本市経済
の活性化、地域活性化への効果が期待されています。

　本市が目指す機能集約型の都市づくりを着実に進めるため、
南北線も含め、「都市軸」である地下鉄沿線に都市機能の集積
を図る など、駅を中心としたまちづくりに引き続き取り組ん
でいきます。

地下鉄沿線のまちづくり

■地下鉄東西線沿線まちづくりの主な取り組み

◆エリアマネジメントとは
　地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるた
めの、住民・事業者・地権者等による自主的な取組みです。
◆仙台駅東地区におけるエリアマネジメント
＜仙台駅東まちづくり協議会の取組み＞
　仙台駅東地区では、平成27年度に、土地区画整理事業（市
施行）による基盤整備が完了し、現在、まちを作る段階からま
ちを育てる段階に入っています。
　そんな中、地区内の有志が中心となり、平成29年度からエ
リアマネジメントに関する勉強を重ね、令和元年度に「仙台駅
東まちづくり協議会」が設立されました。
　この協議会は、「住む・働く・楽しむ・学ぶが混在した多様なア
クティビティがあるまち」を将来像として掲げ、今後も住む場
所、働く場所として選ばれる地域であり続けることを目指し、
歩いて楽しいまち、自分らしいワーク・ライフスタイルが実現
できるまちなど、さまざまな社会ニーズに対応しながら、この
エリアならではのまちづくりを進めていくこととしています。
　この将来像を実現するため、これまで、「まちづくり計画」
の作成や、シンポジウムの開催、歩道へのキッチンカー設置、
楽天ベンチの設置などを実施しており、今後も、継続的なエリ
アマネジメント活動を目指して取り組んで行く予定です。

地域主体のエリアマネジメントによるまちづくり

◆荒井東地区におけるエリアマネジメント
＜荒井タウンマネジメントの取組み＞
　荒井東地区では、地下鉄東西線の開業に合わせた都市基盤整
備を進めるための土地区画整理事業（平成 22 年 2 月組合設立）
が施行され、この事業と連携しながら、まちづくり基本計画等
を検討するため、平成 24 年 3 月に「荒井東まちづくり協議会」
が設立されています。
　平成 25年 5月には、この協議会の理念を継承しながら「まち
を育てる」ための組織として、「一般社団法人荒井タウンマネジ
メント（以下「荒井ＴＭ」という。）」が、協議会及び土地区画整
理組合の有志により設立され、平成 28年 1月には、公的な位置
付けの下、公共的空間の維持管理や賑わい創出等を含めたまち
づくり活動を、より円滑に推進できるよう、都市再生特別措置
法に基づく「都市再生推進法人」に指定されました。
　荒井ＴＭは、荒井東地区の長期的な価値向上につながるまち
づくりを目指し、「コミュニティ形成事業」、「賑わい創出事業」、「エ
コタウン事業」、「官民連携事業」、「不動産事業」等の取組みを展
開しています。
　また、この地域では、球技スポーツができ、交流活動の場と
なるような魅力ある多目的な公園整備の要望があり、荒井ＴＭ
がこれを実現するために荒井東 1 号公園において、フットサル
やテニスができる施設を整備（平成 29年 9月オープン）し、そ
の収益で公園全体の維持管理を行っています。
　この取組みを行うにあたり、都市再生特別措置法に基づく都
市再生整備計画と都市利便増進協定の制度を活用し、荒井ＴＭ
と公園管理者（仙台市）が、公園の維持管理方法やその費用負
担等について定めています。

■荒井東１号公園内スポーツ施設運営事業

議論を重ねた「まちづくり
計画」を地域シンポジウ
ムなどを経て作成し、市
長に提出 （令和2年3月）

宮城野通の歩道等にキッ
チンカーなどを設置する
「ユアキッチン」を実施 
（令和2年6月～10月）

楽天野球団と連携し、球
場で使用していたベンチ
を宮城野通の歩道に設
置 （令和2年8月～）
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◆震災からの復旧・復興
　本市では、東日本大震災（平成23年3月11日）から1日も早
い復旧・復興を目指し、「新次元の防災・環境都市」を掲げ、
しなやかでより強靭な都市の構築を復興の基本理念とし、計画
期間を5年間とする「仙台市震災復興計画」を策定し、計画的
な推進によって一日も早い復興の達成に向け取り組みました。
多くの人命が奪われ、甚大な被害を受けた東部沿岸地域につい
ては、土地利用の大幅な見直しを行い、その一部を災害危険区
域に指定し、住宅の新築等を禁止する建築制限を実施するとと
もに、安全な内陸部への移転を促進するため、13地区（移転
先）への防災集団移転促進事業を実施しました。

　大規模な地滑り等宅地被害のあった内陸の北西部丘陵地域に
ついては、造成宅地滑動崩落緊急対策事業等の公共事業による
被災宅地復旧と、所有者が実施する宅地復旧への助成を実施し
ました。
　また、震災で住宅を失い自力での住宅再建が困難な方を支援
するため、3,206戸の復興公営住宅（災害公営住宅）を整備し
ました。
　これら住まいの再建に関する事業に関しては、平成28年3月
末の復興計画期間の終了時に、一つの区切りを迎えました。
　また、東部沿岸部における多重防御の一つとなる新たなかさ
上げ道路（二線堤）の整備は、平成26年3月に着手し、令和元
年11月に全線が開通しました。

東日本大震災からの復旧・復興 

東部復興道路（かさ上げ道路）

◆泉中央駅前地区におけるエリアマネジメント 
＜泉中央駅前地区活性化協議会の取組み＞
　泉中央駅前地区では、郊外型大型ショッピングセンターの進
出や、市内の振興エリアの開発等により、地域間競争が激化し
たことから、新たな魅力を作り出し、地域の活性化を図る目的
で、泉中央駅周辺の地権者や事業者からなる泉中央駅前地区活
性化協議会が設立されました。
　まずは、時代の変化に対応した多様な都市機能の導入を図る
ため、平成25年6月に都市計画変更を行い、平成28年秋に新
たな病院棟と店舗等が完成しました。
　また、バイク置き場を再配置するなどして、道路空間上に、
現在のエリアマネジメントの拠点となる広場を創出しました。
　そして、平成28年9月に国家戦略特区の認定を受け、同制度
に基づく道路占用事業の特例を活用することで、新たに創出し
た広場等において、常設的に店舗やステージ、イス・テーブル
などを設置したり、イベント事業や広告事業を展開したりして
います。そこで得られた収益を充当し、路面の清掃や植栽の管
理を行うなど、公共施設の維持管理業務を担い、公共空間の維
持管理及び景観形成にも努めるなど、エリアマネジメント活動
を計画的に実施しています。

地域主体のエリアマネジメントによるまちづくり

■泉中央駅前広場　賑わい広場

■多重防御による総合的な津波対策

　本市はこれからも、被災者の再建先でのコミュニティ活性化
や、東部沿岸地域の防災集団移転跡地の利活用等にも取り組み
ながら、東日本大震災を経験した都市として国内外に向け、「防
災・減災」に貢献するべく震災の教訓を発信していきます。

　津波被災地域において防災集団移転促進事業により市が取得
した土地（移転跡地）のうち、七北田川以南の５地区につい
て、これまで、利活用アイデアの募集や、地域の方々など市民
の皆さまとの意見交換、各分野の専門家で構成された検討委員
会などによる、さまざまな検討を行い、移転跡地の利活用方針
を策定し、平成29年３月に公表しました。
　移転跡地の利活用にあたっては、被災者の想いをくみ取りな 
がら、この広大な土地の有効活用を図るべく、民間の自由な発 
想や提案を活かしながら、行政だけではできない、仙台の新た 
な魅力や価値を創出することを目指して、本市とともに進めて 
いただける事業者を平成29年度より公募しました。
　令和3年3月末時点で15の事業候補者が決定し、既にドック
ランや体験型観光果樹園などとして活用されています。引き続
き、提案いただいた事業の実現に向けた取り組みや、事業候補
者がきまっていない土地の再募集を行うなど、東部沿岸部の新
たな魅 力づくりを進めていきます。

◆各地区の土地利用方針
　①荒浜地区
　　　海水浴場や貞山運河、海岸公園、自然など周辺の地域資源の
活用、広大な土地とアクセス性を活かした土地利用などによ
り、国内外を問わず、多様な目的で幅広い世代が訪れ・滞在・
回遊し、持続的な賑わいが生まれることにより、震災の記憶や
経験を継承していくことを目指していく

　②藤塚地区
　　　井土浦の干潟など貴重な自然環境との調和や活用、隣接する
海岸公園との連携により、貴重な自然環境を通じた体験・学び
を行うエリアを目指していく

　③南蒲生地区
　　　地元町内会による新たなまちづくり計画が進められており、
地域の方々が集い、交流する地元の活動や、隣接する海岸公園
との連携、地域が目指す産業（６次産業化）などによる土地利
用を目指していく

　④新浜地区
　　　地元町内会による新たなまちづくり計画が進められており、
地域の方々が集い、交流する地元の活動や、貴重な自然環境と
調和した土地利用を目指していく

　⑤井土地区
　　　周辺をほ場整備による農地（畑）に囲まれ、地元生産組合に
よる産業が行われており、地域産業と連携した土地利用を目指
していく

東部沿岸部の集団移転跡地利活用事業

■位置図

蒲生北部地区（令和2年10月撮影）

　蒲生北部地区は、仙台駅から当方約10ｋｍ、七北田川左 
岸・仙台港南側に位置する、東日本大震災の津波により甚大な 
被害を受けた地区であり、平成23年12月16日に災害危険区域 
が指定され、防災集団移転促進事業が進められてきました。
　本地区は、津波被災地域の中で唯一の市街化区域であること 
から、防災集団移転後は、新たな産業集積を推進するため、移 
転した住宅の跡地と業務系建物が混在する土地利用から、業務 
系土地利用にふさわしい都市基盤の再整備と土地の整理集約を 
図る土地区画整理事業を進めています。

○事業名称：仙塩広域都市計画事業
　　　　　　仙台市蒲生北部被災市街地復興
　　　　　　土地区画整理事業
○施 行 者：仙台市
○施行面積：約92.1ha
○施行期間：平成26年4月1日～令和4年3月31日
○総事業費：約104億円

蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業

■土地利用計画図（蒲生北部地区）

（平成28年11月～）
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活用、広大な土地とアクセス性を活かした土地利用などによ
り、国内外を問わず、多様な目的で幅広い世代が訪れ・滞在・
回遊し、持続的な賑わいが生まれることにより、震災の記憶や
経験を継承していくことを目指していく

　②藤塚地区
　　　井土浦の干潟など貴重な自然環境との調和や活用、隣接する
海岸公園との連携により、貴重な自然環境を通じた体験・学び
を行うエリアを目指していく

　③南蒲生地区
　　　地元町内会による新たなまちづくり計画が進められており、
地域の方々が集い、交流する地元の活動や、隣接する海岸公園
との連携、地域が目指す産業（６次産業化）などによる土地利
用を目指していく

　④新浜地区
　　　地元町内会による新たなまちづくり計画が進められており、
地域の方々が集い、交流する地元の活動や、貴重な自然環境と
調和した土地利用を目指していく

　⑤井土地区
　　　周辺をほ場整備による農地（畑）に囲まれ、地元生産組合に
よる産業が行われており、地域産業と連携した土地利用を目指
していく

東部沿岸部の集団移転跡地利活用事業

■位置図

蒲生北部地区（令和2年10月撮影）

　蒲生北部地区は、仙台駅から当方約10ｋｍ、七北田川左 
岸・仙台港南側に位置する、東日本大震災の津波により甚大な 
被害を受けた地区であり、平成23年12月16日に災害危険区域 
が指定され、防災集団移転促進事業が進められてきました。
　本地区は、津波被災地域の中で唯一の市街化区域であること 
から、防災集団移転後は、新たな産業集積を推進するため、移 
転した住宅の跡地と業務系建物が混在する土地利用から、業務 
系土地利用にふさわしい都市基盤の再整備と土地の整理集約を 
図る土地区画整理事業を進めています。

○事業名称：仙塩広域都市計画事業
　　　　　　仙台市蒲生北部被災市街地復興
　　　　　　土地区画整理事業
○施 行 者：仙台市
○施行面積：約92.1ha
○施行期間：平成26年4月1日～令和4年3月31日
○総事業費：約104億円

蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業

■土地利用計画図（蒲生北部地区）

（平成28年11月～）


