未来への種まき。Green
&
SENDAI

仙台市の、アイデンティティ。
人口約 109万人。東北地方で最も大きな都市
である仙台市は古くから
「杜の都」
と呼ばれ、ま
ちを彩る豊かなみどりは市民のアイデンティティ
として大切にされてきました。
「杜の都」
という呼び名は、約400 年前、仙台
藩祖・伊達政宗公が家臣たちに、屋敷内に栗や
梅、柿などの実のなる木や竹などを植樹するよ

衛星写真で見るとみどりが占める割合は約8割にも及

ぶと言われる仙台市。青葉通や定禅寺通、西公園など、
市街地中心部にもみどりが豊富にあります。

う奨励したことに端を発しています。飢饉に備え
るためだったとも言われるこの人工的な屋敷林

な自然環境と風格ある都市空間の実現に向け

がやがて周辺の社寺林や広瀬川河畔、青葉山

た礎となりました。こうして形成された
「自然と調

などと一体となり、そのみどりは昭和20（1945）

和した都市」
は現在の仙台市の最も大きな特徴

年の仙台空襲で焼失するまで、仙台のまち全体

の一つであり、魅力となっています。

に広がっていました。

平成23（2011）年に発生した東日本大震災で
は、津波により沿岸部が甚大な被害を受け、海

100 年後の未来に受け継ぐため。

岸林をはじめとするみどりも多く失われました。
震災から3 年後、市民や NPO、企業などと行政

現代の「杜の都」
のみどりは、戦災復興の過
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未来の杜せんだい 2023 〜Feel green! 〜

が一体となって
「ふるさとの杜再生プロジェクト」

程で整備された青葉通や定禅寺通のケヤキ並

を始動。東部地域のみどりの再生・創出に向け

木などの街路樹や、青葉山公園や西公園といっ

た取り組みを進めています。

た都市公園によってその骨格が形作られていま

そして
「杜の都の環境をつくる条例」
の制定か

す。急速な都市化でみどりの喪失が危惧されま

ら50 年の節目を迎える令 和5（2023）年 には、

したが、昭和 48（1973）年には
「自然との調和あ

第40回全国都市緑化仙台フェア
「未来の杜せん

る環境の創造」
を理念に掲げた
「杜の都の環境

だ い2023 〜 Feel green！〜」
の 開 催 が 決 定。

をつくる条例」
が制定され、翌年制定された
「広

さまざまな困難を乗り越え、市民が大切に守り、

瀬川の清流を守る条例」
とあわせ、みどり豊か

育んできたみどりが最も輝く季節に開催される
このイベントを機に、仙台市は伊達政宗公の時
代から連綿と受け継がれてきた
「杜の都」
を次世
代に伝え、残していく新たな
「百年の杜づくり」
を推進するための第一歩を踏み出します。

令和5（2023）
年に仙台市での開催が決定した
「全国都市緑化フェア」
は、花とみどりに関する国内
最大級のイベント。東日本大震災後、東北地方で初めて開催されることとなったこのフェアをきっかけ
に、市が誇る豊かなみどりを100 年後の未来にも残していくための取り組みが始まっています。
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震災で大きな被害を受けた東部沿岸地域で

は、ふるさとの杜再生に向けて植樹・育樹など
の活動が行われています。
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第 40 回全国都市緑化仙台フェア

未来の杜せんだい2023

メイン会場
仙台城跡

都心部の新たなみどりのネットワーク
拠点となるエリア。青葉山や広瀬川が
持つ“みどりの資源”を生かし、にぎわ

いや自然との触れ合い、広瀬川の新

〜Feel green! 〜

たな魅力との出会いなどを楽しめるよ

仙台市博物館

うな空間を展開します。

開催期間：令和 5 年 4月26日〜6月18日

全庁が一丸となって。
昭和58（1983）年から毎年全国各地で開催さ

仙台国際センター

青葉山公園追廻地区

未来の杜せんだい 2023
〜Feel green! 〜

ロゴマーク

広瀬川

れている花とみどりの祭典「全国都市緑化フェ
ア」
。都市緑化の意識の高揚、都市緑化に関す
る知識の普及などを図ることにより、国・地方公
共団体・民間の協力による全国的な都市緑化を
推進し、みどり豊かな潤いのある都市づくりを
目指すもので、仙台市では平成元（1989）年以
来、二度目の開催となります。今回は
「杜の都か
ら始まる未来、みどりを舞台に人が輝く」
をテー

広瀬川地区

国際センター駅

豊かな「杜」
を次世代に

つなげる
「想 い」
と人々

が協力し合う
「アクショ

ン」
、
「新たなみどりを舞

西公園南側地区

台に輝く人」
を一本の大
樹に見立てています。

複数のエリアで「みどり」
を楽しむ。

震災遺構などが残る沿岸部の
「東部エリア」
など
にも会場を設定。フェアの盛り上がりが市内全域

暮らしの中にもたくさんの「みどり」
を。

マに、次世代へと続く新たな
「百年の杜づくり」

「未来の杜せんだい 2023」は、都心部の豊か

に波及するような取り組みが進められています。

のきっかけとなること、暮らしの中にみどりがあ

なみどりと触れ合い、楽しめるよう、青葉山公

特に今回は、東日本大震災の発生後、東北

ることの価値を市民の皆さまにも再認識してもら

園追廻地区・西公園南側地区・広瀬川地区をメ

地方で初めて開催されるフェアでもあります。沿

大花壇の植え付けや会場内の植物の維持管

うこと、グリーンインフラを取り入れた防災力の

イン会場として開催される予定です。さらに仙台

岸部に再生したみどりや、みどりを活かした復

理、仙台駅ペデストリアンデッキに設置される

高いまちづくりを国内外に発信することなどを

市のメインストリートである青葉通、宮城野通、

興の歩みを発信するという点で、ほかの都市に

ウェルカムガーデンの整備など、
「未来の杜せん

目指し、全庁的に取り組んでいます。

定禅寺通をはじめとした
「まちなかエリア」や、

はない大きな役割を担っています。

だい2023」
は市民と行政が一体となって実現さ
れるイベントです。フェアを通してみどりに関心
を持ち、緑化活動を担う人が増えれば、未来の

左／仙台城本丸から楽し
める青葉山公園の大花壇。
中／自然と触れ合える西
公園南側地区。
右／青葉山公園のメイン
ゲートにはウェルカムガー
デンやフォトジェニックス
ポットを整備。
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「杜の都」
を守ることにもつながります。また、み
どりに囲まれたライフスタイルを仙台市が積極
的 に 提 案 することで、市 が 掲 げる基 本 計 画
「“The Greenest City”SENDAI」
の 実 現 にも結
び付くことが期待されています。
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佐藤 私が担当しているのは
「出展」
「協働」
「修

藤崎 雅史（土木）

熊本県熊本市出身
平成 26 年度採用

SE

専門的な知識を持ち寄り、支え合う。

全国都市緑化フェア推進室

佐藤

で、
「植物に関心がない方でも楽しめるか」
とい
う視点で考えることを心がけています。
全国都市緑化フェア推進室

佐藤 彩華（造園）

藤崎 それに、家族連れや障害のある方など、
誰もが快適に楽しめるフェアを目指すという意

仙台市出身
平成 25 年度採用

味では、SDGs（※）
の「誰一人取り残さない」
と
いう理念に通じているようにも思います。

みど りが 媒 介と な り︑心 豊かに︒

誰一人 取 り 残さ ないフェア︒

市民の皆さまに作品を展示していただけるよう
働きかけたり、市民活動団体などと一緒に花壇
をつくったりすることですね。花やみどりをどの
ように魅せていくかの検討もしています。
藤崎 今回のフェアでは造園職はまさに
「花形」
ですよね。土木職はどちらかというと裏方業務
で、私は会場での安全で快適なサービスなどを
検討する
「会場運営」
と、会場への移動手段の案
内や周辺道路の安全管理などを検討する
「交通
輸送」
をメインに担当しています。
佐藤 人の流れによって花の配置なども変わる
ので、藤崎さんたちのアドバイスはとても参考
になります。
藤崎 佐藤さんは、これまでの仕事と緑化フェ
佐藤 公園の木々や街路樹は将来の姿を想定

花好きの私としても、多くの方にみどりの

ある暮らしの豊かさを実感していただきたいの

景」
の実施計画です。具体的には、地元企業や

ア推進室での仕事で何か違いは感じましたか？

来ていただき、少しでもその良さを感じていた
るからには私自身も楽しみたいですね
（笑）
。

N

た実施計画の策定業務に携わっている技術職の2 人が、事業と向き合う想いを本音で語り尽くします。

花が好きな方はもちろん、そうではない方にも
だける仕組みをつくっていけたらと思います。や

D
AI

「未来の杜せんだい2023 〜 Feel green！〜」は仙台市全体が一体となって取り組んでいる事業
です。その中心的な役割を担っているのが、全国都市緑化フェア推進室。今回は、フェア開催に向け

Ta
lk

「未来の杜」
を語り合う。

験を生かして携われることがやりがいですね。

「杜の都」の可能性が広がる。
佐藤 コロナ禍で家にいる時間が長くなり、観
葉植物や家庭菜園を始めてみた、という話をよ
く耳にします。藤崎さんも、お子さんと一緒に花
を育て始めたそうですよね？
藤崎 そうなんです。実際に自分で育ててみる
と、身近にあるみどりのおもしろさや魅力に改
めて気付かされます。
佐藤 そうやってみどりが媒介となって心が豊
かになると気持ちがいいですよね。近隣の方々
とも地域の花壇づくりに取り組むなどするように
なれば、市民間で交流が生まれ、まち全体が元

花が好きな方も、そうでない方も。

佐藤 なるほど（笑）
。私はもともと植物が好き

気になる。今回のフェアが、そんなまちづくりの

だったので率直にうれしかったですし、自分の

きっかけになってくれることを願っています。

して植栽や維持管理を行うのに対し、フェアは短

藤崎

普段から、佐藤さんの植物に関する知識

知識を最大限に生かせる｢花｣を扱えるというの

藤崎

い会期に合わせて植物の維持管理をしなけれ

の深さには驚かされます。私は緑化フェア自体

がこの事業ならではの魅力だと感じているので

どもたちがみどりの良さに気付き、さらにその魅

ばならないという難しさですね。実行委員会の

知らなかったので、緑化フェア推進室への配属

すが、その点はいかがですか？

力を誰かに伝えていけるようになれば、
「杜の

事務局としてさまざまな部署や団体と連携して仕

が決まったときは自分がどう関わることができる

藤崎 モノをつくるだけでなく、来場者の方に

都」
の可能性はさらに広がると思います。その一

事をするという点でも、大きな違いを感じます。

のか正直まったく想像がつきませんでした。

楽しんでいただくためのイベントに土木職の経

助となるフェアにしていきたいですね。

特にこれからのまちづくりを担っていく子

※SDGs…2015 年の国連サミットで採択された 2030 年までの国際社会共通の目標。
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