地下鉄沿線まちづくりの推進プラン
東西線沿線まちづくりプラン 中間案【概要版】
第１章

東西線沿線まちづくりプランについて

○東西線沿線においては、2001(平成 13)年 11 月に「東西線沿線まちづくりの基本方針」（以下「基本方
針」とする)及び「東西線沿線まちづくり駅別行政素案」を、2009(平成 21)年 7 月にはこれらを統合し
た新たな基本方針を策定し(2013(平成 25）年 7 月改訂)、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。
○2015(平成 27)年 12 月には東西線が開業し、沿線への都市機能の集積が一定程度進んだほか、地域主体
によるまちづくり活動が継続して行われている駅周辺がある一方で、社会状況の変化や、次世代放射光施
設の建設をはじめとして、新たな事業が展開していることから、開業後におけるこれらの変化を踏まえ、
改めて駅周辺の目指すべき将来の姿やその実現に向けた取り組み施策を示します。

第２章
１

将来のまちの姿と取り組み施策

基本的な考え方

○地域特性などから設定した地区ごとに、現状や地域で活動するまちづくり団体等の意見などを踏まえた長
期的なまちの姿のほか、地域主体のまちづくりや民間開発が着実に進むよう、目標時期を定めた取り組み
施策を示します。

２

沿線の交流を促進する取り組み施策（連携施策）

○東西線のみならず、南北線も含めた「「都市軸」の創造に向け、
「駅と駅」、
「まちとまち」をつなぎ、連携し
た取り組みによって沿線の魅力や価値を高め、新たな交流を促進していきます。
市が市民の取り組みを
支援・誘導する施策

3

1

東北大学の各キャン
パスにおいて、国家戦
略特区制度等を活用し
た最先端サービスの導
入・実装によるまちづ
くりの拠点形成

2

MICE の誘致活動
とともに、会議参加
者が観光施設など
を回遊する仕組み
やコンテンツづく
りを検討

市が事業者の取り組みを
支援・誘導する施策
市が実施・検討する施策

4

スポーツツーリズ
ムの推進に向けて、
４つのプロスポーツ
相互の連携した取り
組みを支援

都 心 にお いて 次
世代放射光施設の
データ解析などの
支援機能を有する
施設の立地支援

5

東日本大震災などの
災害の経験と教訓の発
信や未来への継承に向
けた取り組みを実施

1

市が市民の取り組みを
支援・誘導する施策

6

市が事業者の取り組みを
支援・誘導する施策
公共交通の
利便性向上、ま
ちの賑わい創
出などの効果
が期待される
MaaS の活用

市が実施・検討する施策

8

9 「SMMA」及び「歴
10 ネット」を構成するミ

7

地下鉄駅や沿線
のホールを舞台に、
音楽を通じた交流
の拡大につながる
「せんくら」を開催

３

沿線のレクリエーション
施設と地下鉄が連携したイ
ベントなどの実施

ュージアム施設や歴
史・文化施設が連携し
た取り組みを実施

地区ごとの将来のまちの姿と取り組み施策

■共通の取り組み
・土地区画整理事業、市街地再開発事業や優良建築物等整備事業などを支援
・暮らしに必要な生活サービス施設（スーパー、飲食店、医療施設など）を誘導
するなど、土地利用のあり方を検討
・
「仙台市『杜の都』景観計画」に基づく良好な景観形成
・路線バスの利用促進を図るとともに、公共交通のサービス水準の低い地域に
おいては、地域のニーズに合った地域交通導入を支援

駅や生活利便施設地域を経由する乗合タクシー
（燕沢地区「のりあいつばめ」
）

・地域主体のまちづくりの機運醸成に向けた働きかけを行うとともに、まちづ
くり支援専門家派遣制度の活用などにより支援
・地域防災の担い手となる仙台市地域防災リーダー（SBL）の養成や活動を支
援
・公園や道路等で透水性舗装や雨庭を整備
・通学路の学校関係者、宮城県警察、仙台市一体による合同点検、交通安全対
策を実施
・都市計画提案制度や東西線沿線都市計画提案募集などの活用に向け周知・
支援
地域コミュニティで相互に助け合う
「共助」の取り組み

・既存住宅地において共同建て替えなどを誘導

（仙台市地域防災リーダー（SBL））

2

本市を代表するレクリエーションエリ
アとして、金剛沢緑地をはじめとした豊か
な自然を生かした取り組みや八木山動物
公園の魅力アップに向けた再整備などに
よって、滞在し、楽しめるまちを形成する
とともに、良好な居住環境を維持し、高齢
多様な資源が集い、
様々な人が魅力を感じて訪れ、
住まい、交流するまち

者をはじめ地域住民誰もが安全・安心に暮
らせるまちの形成を目指します。

10
1
低未利用地の有効活用や
共同建て替えなどを誘導

9

パークアンドライド駐車場と
地下鉄を相互利用した場合の優
待 サ ー ビ ス を 継続 す る とと も
に、バスの均一運賃制度の継続
も含めた運賃制度を検討

八木山動物公園において、学
習施設としての機能充実や希少
動物の繁殖・導入、イベントの充
実、園内施設の長寿命化対策と
あわせた再整備を実施

2

8

地域団体による地域課題
解決や賑わい創出につなが
る取り組みを支援

商店会の活性化に向けた
取り組みを支援

7
八木山動物公園、八木山
ベニーランド、東北工業大
学などが共催するイベント
を開催

6
バス路線図などの情報マ
ップを東北工業大学と連携
して配布

5
ケヤキ並木の定期的な
維持管理・計画的な更新

3
都市計画道路郡山折立線の整備
に向け検討

2

4
駅と駅東側の住宅団地を
つなぐ路線バスの利活用支
援策の検討を支援

市が市民の取り組みを
支援・誘導する施策
市が事業者の取り組みを
支援・誘導する施策
市が実施・検討する施策

2023（令和 5）年度までに
具体の取り組みや検討を行う施策

2030（令和 12）年度までに
具体の取り組みや検討を行う施策

2026（令和 8）年度までに
具体の取り組みや検討を行う施策

計画期間中、継続して取り組む施策

3

東北大学青葉山新キャンパスで整備が
進む次世代放射光施設や、仙台の歴史を象
徴する仙台城跡、「杜の都」のシンボルと
なる青葉山公園などの整備等により、本地
区の魅力をさらに高め、国内外から多くの
人が集まる本市の文化観光交流拠点とし
ていきます。また、多くの自然や大学キャ
ンパスと調和した良好な居住環境を維持

仙台が誇る歴史・文化・自然
とともに、未来を創造し発信
する、国際学術文化交流拠点

1

し、快適に暮らせるまちの形成を目指しま
す。

10

12

バス路線図などの情報マ
ップを東北大学や宮城教育
大学と連携して配布

駅周辺の施設「・資源をつなぎ、移動しや
すい新たな交通モードの導入を検討

三居沢交通公園について、交
通公園としてのニーズを踏ま
えながら今後のあり方を検討

9

11

2

駅北側地区において、集合
住宅の整備による高度利用
や生活サービス施設の立地
を誘導する取り組みを検討

東北大学のアカデミックパー
クとしての大学づくりを支援

国際センター駅舎上部
施設（青葉の風テラス）を
民間活力により運営

3
企業立地促進助成制度を活用し、研
究開発拠点や関連企業の立地を支援

13
仙台市博物館の大規模
改修工事を実施

14
博物館や仙台城本丸跡を中心
としたガイドボランティアによ
る案内などの取り組みを支援

4
「せんだい環境学習館
たまきさんサロン」では、
環境学習の拠点施設とし
ての機能を充実

5
仙台市が保有する次世代放射光
施設利用権を活用し、次世代放射光
施設稼働後の施設の利活用を支援

8

6
仙台城跡の史跡整備を進
めるとともに、大手門復元に
向けた調査などを実施

4

7
「杜の都」のシンボル
となる青葉山公園を整備

青葉山公園追廻地区など
を舞台に「全国都市緑化フェ
ア」を開催するとともに、大
橋周辺の親水施設を整備

古くからの住宅地が広がり、陸奥国分寺
跡や藩政以来の歴史が息づく商店街、社寺
など、奈良時代から江戸時代に至る仙台の
歴史、風土を感じる資源、若林区役所など
の公共施設、複数の高等学校が立地するほ
か、東北学院大学の新たなキャンパス整備
も進んでいることから、地域や大学、学生
が連携した取り組みや交通結節点として
の賑わいづくり、良好な住環境の維持・改
善などにより、暮らす人、学ぶ人、訪れる
人が安心して活動できる個性あるまちの
形成を目指します。

歴史を感じる趣と多様な都市
機能が織りなす、暮らしやす
く、様々な人が行き交うまち

10
地域住民や商興会などが
開催する陸奥国分寺跡を活
用したイベントを支援

9
ガイドボランティアによ
る史跡地内の案内などの取
り組みを支援

8

1

史跡陸奥国分寺・尼寺
跡においては、計画的・継
続的な発掘調査や保全す
る取り組みを実施

駅や周辺の高等学校等
につながる道路に自転車
通行空間を整備

7
薬師堂駅に結節するバス
の均一運賃制度の継続も含
めた運賃制度を検討

2
都市計画道路宮沢根白石
線の無電柱化を含めた整備

3
東北学院大学の学生や地域、企業との連携協
力による地域課題の解決・経済の活性化を図る
ため、意見交換や勉強会、情報発信などを実施

市が市民の取り組みを
支援・誘導する施策
市が事業者の取り組みを
支援・誘導する施策
市が実施・検討する施策

4

5

6

３つの商興会が連携した取り
組みなどを支援

既存住宅地において共同
建て替えなどを誘導

2023（令和 5）年度までに
具体の取り組みや検討を行う施策

2030（令和 12）年度までに
具体の取り組みや検討を行う施策

2026（令和 8）年度までに
具体の取り組みや検討を行う施策

計画期間中、継続して取り組む施策

5

本市の流通・製造業を支える卸商団地
や工業団地においては、新しい時代に対
応した事業展開を支援するとともに、集
合住宅や商業機能の誘導、文化活動の支
援などにより、新たな交流や賑わいが生
まれるまちの形成を目指します。

13
14
「緑化重点地区」とな
っている駅の北側では、
緑化助成制度を活用した
民有地の接道緑化を誘導

1

12

卸町駅の北側において
は、必要に応じたさらなる
都市計画の見直し等によ
り、商業・居住・文化等の新
しい機能を誘導

仙台市中央卸売市場の
再整備を検討

11
国と連携し、国道 4 号バ
イパス箱堤交差点を立体化

地域のシンボルとして親
しまれるケヤキ並木の定期
的な維持管理・計画的な更新

10
一部建て替えを行う「せんだい
演劇工房 10-BOX」や「能-BOX」
において、
「劇都・仙台」の拠点と
して多様な舞台芸術を発信

2
卸商団地の魅力あ
る ビ ジ ネ ス 街 の創 出
に向けて、卸商センタ
ー へ の 助 言 や 必要 な
支援等を検討

9
仙台印刷工業団地において
は、リノベーションなどによ
る新たな事業展開に向けた取
り組みを支援

3

8

卸町駅周辺の低密度利用
となっている地区において、
駅前にふさわしい商業・居住
機能等を誘導

駅前地区においては、必要に応じ
たさらなる都市計画の見直しや土
地所有者への働きかけなどにより、
商業・業務・居住機能が複合したま
ちが形成されるよう誘導

6

4
既存住宅地において共同
建て替えなどを誘導

仙台工業団地の土地区画
整理事業による移転を支援

5
遠見塚・かすみ町地区にお
いて、浸水対策を実施

6

7
仙台工業団地移転後の跡
地について、必要に応じた都
市計画の見直しなどにより、
賑わいを生み出す大規模集
客施設や集合住宅を誘導

駅周辺には新たな住宅地や豊かな田園
風景が広がり、沿岸部には海岸公園のほ
か、東日本大震災の震災遺構、防災集団移
転跡地を活用した観光・交流施設などの立
地が進んでいることから、地域のまちづく
り団体による取り組みや商業機能の誘導、
快適な暮らしと訪れる楽しさ
をあわせ持つ、東部地域の
玄関口となるまち

駅を起点とした回遊性向上などにより、住
む人が暮らしやすく、来訪者が楽しめるま
ちの形成を目指します。

12
駅北側の市街化調整区域
において、新たな市街地形
成に向けた取り組みを支援

1
パークアンドライド駐車場
と地下鉄を相互利用した場合
の優待サービスを継続すると
ともに、駅に結節するバスの
均一運賃制度の継続も含めた
運賃制度を検討

11

13

仙台東インターチェンジ
付近への仙台工業団地の移
転を支援

10

3.11 メモリアル交流館にお
いて、東日本大震災の被災や復
興の様子などを伝える展示・ワ
ークショップなどを実施

駅を起点とした移動手段
の確保に向けた民間事業者
の取り組みを支援

9
駅周辺の低密度利用となっ
ている地区において、駅前にふ
さわしい商業機能等を誘導

2

8

東部地域の歴史・文化的
な農村風景を構成してきた
「居久根」の保全・活用

防災集団移転跡地の利活用事業者
等と連携し、仙台海手（東部沿岸地域）
と駅などをつなぐ移動手段を検討
うみのて

7
3

荒井東 1 号公園の民間事
業者による運営管理などの
取り組みを支援

土地区画整理事業地内
の公園について、地域ニ
ーズを踏まえて整備

4

6

5

荒井東地区において、事業者との協働に
より、太陽光発電、蓄電池などを活用した
エネルギーマネジメントを実施

市が市民の取り組みを
支援・誘導する施策
市が事業者の取り組みを
支援・誘導する施策
市が実施・検討する施策

民間事業者が行うエリアマ
ネジメントの取り組みを支援

田園地域においては、6 次産業化
や農商工連携などの取り組みの支
援とともに、SNS などを活用した情
報発信や地産地消の機会を創出

2023（令和 5）年度までに
具体の取り組みや検討を行う施策

2030（令和 12）年度までに
具体の取り組みや検討を行う施策

2026（令和 8）年度までに
具体の取り組みや検討を行う施策

計画期間中、継続して取り組む施策

7

地下鉄沿線まちづくりの推進プラン 東西線沿線まちづくりプラン 中間案
についてご意見をお寄せください。

■提出方法
任意の様式にご意見、住所、氏名（団体の場合は団体名、代表者名、所在地）を記入して郵送、ＦＡＸ
またはＥメールの方法で提出してください。また、市ホームページから電子申請サービスを利用してご
意見を提出することもできます。
また、障害等の理由により、以下の提出方法によることが難しい場合にはご相談下さい。
【郵

送】〒980-8671「 仙台市「 地下鉄沿線まちづくり課（※郵便番号と宛名だけで届きます。）

【Ｆ Ａ Ｘ】022-261-6375
【Ｅメール】tos009215@city.sendai.jp
【電子申請フォーム】ページ下部の市ホームページにアクセスし、
「電子申請」をクリックし、入力して
ください。
■募集期間
令和 3 年 12 月 17 日（金）～令和 4 年 1 月 17 日（月）
【必着】
■本編の閲覧場所
以下の場所で本編を閲覧できます。また、市ホームページでもご覧いただけます。
▶「 市役所本庁舎「 1 階「 市民のへや・市政情報センター、7 階「 地下鉄沿線まちづくり課
▶ 宮城野区・若林区・太白区情報センター、各区役所・総合支所の案内窓口
※ページ下部の市ホームページにおいて、動画配信もしておりますのでご覧ください。
■留意事項
○電話や窓口での、口頭による受付はいたしませんのでご了承ください。
○住所・氏名等の個人情報につきましては、適切な管理を行い、他の目的に利用することはありません。
○お寄せいただきましたご意見につきましては、個人が特定できない内容に編集し、市としての考え方を
取りまとめたうえで、後日公表する予定です。なお、個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
■市ホームページ
「地下鉄沿線まちづくりの推進プラン「 東西線沿線まちづくりプラン「 中間案」の詳しい内容や電子申
請フォーム、説明動画については、以下のホームページをご覧ください。

https://www.city.sendai.jp/chikatetu-chose/ensen-plan.html
■お問い合わせ先
仙台市都市整備局市街地整備部地下鉄沿線まちづくり課
〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目 7 番 1 号
電話：022-214-8291 FAX：022-261-6375 E メール：tos009215@city.sendai.jp

8

