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との協働によりまちづくりを進
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画・開催します。また、公募に

団体を支援します。
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のつどい」を企画・開催するほ
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津波被災地域において、コミ
ュニティー再生と地域の活性化
を目指し、町内会等が行う活動
を支援します。

■蒲生北部地区復興再整備

■ふるさと底力向上プロジェク
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蒲生北部地区において土地区

▼花火大会など、大勢の人でにぎ
わう夏の風物詩「泉区民ふるさと
まつり」

■大沢市民センター大規模修繕

画整理事業等を実施します。

■被災者交流支援事業

■被災者交流支援事業

区とし、世代や分野を超えた連

「太白区民まつり」のステージ
発表
秋保地区野尻の清流で、地区住民の
指導により行われた川遊び体験

計、荒井小学校の校舎等新築工

■仙台駅西口駅前広場再整備
相互の乗り継ぎ利便性の向上を
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■橋りょう整備

います。

路福室線、鍋沼線等の整備を行

東部復興道路のほか、元寺小
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鶴巻ポンプ場等の整備を行い
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青葉山公園、西公園、中山台
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西公園等の整備を行います。

泉西部の根白石地区にある、伊達
政宗公も訪れたといわれる寺院で
行われた座禅体験

錦ケ丘中学校の校舎等新築工

六・七 郷 堀 散 策 イ ベ ン ト「堀
DAY（デー）さんぽ」
昨年、東六郷コミュニティ・セ
ンターで初めて開催された六郷
東部ふるさと交流祭

向けた取り組みを進めます。

並・新川地区活性化事業）

台萬本さくらプロジェクト、作

外居住モデルプロジェクト、仙

アシステムモデル事業、中山郊

み を 支 援 し ま す。
（荒 巻 包 括 ケ

って、地域活性化を図る取り組

し、地域団体等の創意工夫によ

少子高齢化に伴う諸課題に対
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▲区民が主体となって運営され、
幅広い世代が参加する「青葉区
民まつり」

■台原コミュニティ・センター

■学校教育施設整備

▲七北田川クリーン運動の一環とし
て開催された「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」
新浜町内会が開催した
イベント「新浜の渡し
船とフットパス」

▼まちづくり活動助成事業と
して実施されたクリスロード
商店街の防災訓練
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「宮 城 地 区 ま つ り」な ど 各 種 イ

各区内の主要事業

