
　

　

　

　伊達政宗騎馬像が建つ仙台城（青

葉城）の天守台跡から、緑あふれる

市街地を一望すると、仙台が「杜の

都」と呼ばれ続けるゆえんが実感で

きる。

　1601年に仙台城を築城した伊達

政宗は、城下町に植樹を奨励。防

風・防雪・防火が目的だったが、こ

の時代の緑化が今日の仙台の美観の

土台となっている。

　それまで「千
せん

代
だい

」と表記されてい

た地名を「仙台」に改めたのも政宗

とされる。もともと大満寺（太白

区）にあった千体仏にちなんで「千

体」とされていた地名が「千代」に

変化したのだが、政宗は唐代の漢詩

に「仙臺（台の旧字体）」の語を見て

改名したという。「仙臺」とは「仙人

の住む理想の場」の意で、政宗によ

る改名説が真実なら、この地を理想

郷にしようという強い思いを感じる

ことができる。

　その仙台が、東北随一の商業都市

へ発展したきっかけは、1887年の鉄

道開通だ。

　これを機に物流の拠点が、海運で

発達した石巻や塩釜から仙台駅に移

動。江戸時代に豪商が集まった国分

町は、今では飲食店などが集まる繁

華街、東一番丁は商店街、オフィス

街へと変貌を遂げた。

　1907年に東北帝国大学（現・東北

大学）が創立されると、「学都」とし

ての地位も確立。この頃より昭和初

期にかけて上水道や電気事業、市電

敷設などが推進され、近代都市とし

ての礎が築かれた。

幾度となく地震・津波災害に 

見舞われた仙台平野 

　太平洋戦争末期の空襲で焼け野原

となりながら、見事に復興を果たし

た仙台が著しい発展を遂げたのは

1980年代である。

　1982年の東北新幹線開業に伴い

震災を乗り越え
安全・快適なまちづくりを目指す

伊達政宗による築城以後

東北を代表する都市に発展

2011年の東日本大震災で大きな打撃を受けた仙台。復興に全力で取
り組んできた仙台市は、「減災」の視点に立った災害に強いまちづくり
を進めている。震災から6年後の復興状況を概観するとともに、仙台市
が目指そうとしている今後の都市構想を明らかにする。

仙台城の天守台跡から仙台の街を見渡す

「仙台」の
 都市構想
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仙台駅が建て替えられるとともに、

大規模な駅前整備が行われた。バブ

ル経済期には中心街に高層ビルが林

立し、1987年にNHKの大河ドラマ

「独眼竜政宗」が放送されると空前

の政宗ブームが起き、多くの観光客

を呼び込むようになった。

　市制100周年にあたる1989年に

は、全国で11番目の政令指定都市

に移行。2000年代に入ると JR仙台

駅東口側一帯の土地区画整理事業が

進められて宮城野通が開通し、東口

駅前広場も完成した。

　このような華々しい発展の歴史の

一方で、仙台平野を含む東北地方の

太平洋沿岸は、たびたび地震や津波

に襲われている。古くは平安時代の

貞
じょうがん

観地震（869年）や江戸時代の慶長

三陸地震（1611年）、近代では明治

三陸地震（1896年）や昭和三陸地震

（1933年）などに見舞われた。

　まだ多くの人の記憶に残る1978

年の宮城県沖地震は、人口50万人

以上の都市が初めて経験した都市型

大地震の典型といわれている。仙台

市は、宮城県沖地震の経験を生かし

ながら防災体制を強化してきたが、

2011年３月11日に発生した東日本

大震災は、想定をはるかに超える規

模だった。

着実に進められた 

震災からの復興計画 

　「宮城県沖地震後、市は建物やブ

ロック塀、水道管やガス管などの耐

震化を進めてきました。東日本大震

災の揺れで都心部に大きな被害があ

まり生じなかったのはその成果とい

えますが、東部沿岸を襲った津波で

たくさんの方の命が奪われ、住まい

や農地などが壊滅的な被害を受けた

ほか、丘陵地区を中心とする宅地

に多くの被害が出ました」と語るの

は、仙台市都市整備局の遠藤弘一課

長。

　市は打撃を受けたインフラなどの

復旧に取り組むとともに、復興に向

けて2011年11月に「仙台市震災復

興計画」を策定。被災地最短の５カ

年の復興計画のもと各種事業は急

ピッチで進められ、これまでに全

3,206戸の復興公営住宅整備、災害

危険区域に指定された東部地域から

の集団移転先の造成、13の津波避難

施設整備、公共事業による宅地復旧

などが完了している。

　「震災から６年を経て、被災した

方への直接的な支援や都市機能の回

復という点では、市としてできる限

りの手を尽くしてきたと思っていま

す。現在は東部地域のかさ上げ道路

の建設など、ハード面の整備を継続

中です」（遠藤課長）

今後の防災・減災に重要な 

多重防御と市民の「共助」 

　仙台市まちづくり政策局の原孝行

課長は「東日本大震災は防災対策に

多くの気づきと新たな課題をもたら

しました」と話す。

　気づきの一つが、大きな自然災害

を完全に防ぐことはできないとの観

点を踏まえた、多重防御による津波

減災の重要性だ。国土交通省が仙台

湾南部海岸に整備した堤防と、仙台

市が内陸部に建設中のかさ上げ道路

は、押し寄せる津波を二重にくい止

めるための施設である。

　公共施設や学校などの耐震化は、

東日本大震災以前にも100％近く進

められていたが、今後は建物の天井

材の落下対策なども施していく方針

だという。

　「東日本大震災では地域の人々の

『共助』の大切さが再認識されまし

た。今、仙台では避難所運営や帰

宅困難者への対応などさまざまな

経験をもとに、地域の実情を反映

したマニュアルづくりや防災リー

ダーの育成、帰宅困難者の一次避

フジテック株式会社
北日本支社東北支店
係長

菅原 健一

　東日本大震災から６年が経っ

た現在、東北地方のお客様の

防災意識は依然として高いこと

を感じます。

　特に関心を寄せられるのは、

費用を抑えながら既設エレベー

タに万全な安全対策を施すこと

ができる「安全向上パッケージ」

です。

　一方、より費用を抑えながら

対策を講じたいとお考えになる

テナントビルやマンションなどの

オーナー様には、最新型のエレ

ベータの制御装置に置き換える

「制御盤交換パッケージ」を中

心にご提案しています。

　古い耐震基準のエレベータを

お使いのお客様には、できる限

り現行の基準に合致する対策を

講じていただけるよう、“安全・

安心” をご提案することが私の

使命です。

　万一地震が発生しても、「フジ

テックに提案された対策のお陰

で被害を最小限にとどめられた」

とおっしゃっていただけるよう、

今後も誠心誠意、営業活動を

続けてまいります。

お客様に見合った提案でエレベータの安全を守る

集団移転

公共事業による
宅地復旧

復興公営住宅

津波避難施設

海岸公園再整備

かさ上げ道路

避難道路

蒲生北部
土地区画整理

移転先造成完了

全地区完了

3,206戸整備完了

13施設整備完了

全区間着工

避難の丘整備完了・公園の一部利用再開

着工

事業計画決定 仮換地指定・着工

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019～
2020年度

参考：仙台市提供資料

仙台市の主な復興事業の進捗状況

2016年６月末2016年６月末2015年９月末2015年９月末2015年３月末2015年３月末2014年９月末2014年９月末2014年３月末2014年３月末2013年３月末2013年３月末

（戸）（戸）
3,5003,500

3,0003,000

2,5002,500

2,0002,000

1,5001,500

1,0001,000

500500

1212

576576
728728

2,0082,008

2,7252,725

00

参考：仙台市提供資料

3,206
（整備完了）
3,206

（整備完了）

六丁の目西町復興公営住宅では、
フジテック製エレベータが稼働し
ている

仙台市の復興公営住宅の整備状況

写真左から
仙台市都市整備局
計画部復興まちづくり課課長
遠藤 弘一 様

仙台市まちづくり政策局震災復興室
震災復興担当課長
原 孝行 様

仙台市都市整備局
計画部復興まちづくり課
被災地支援担当課長兼
東部再生担当課長
横田 修 様

仙台市都市整備局
計画部復興まちづくり課
管理係係長
西村 康弘 様
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鉄
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線

宮城総合支所

多賀城市役所5㎞圏内

10㎞圏内

地下鉄東西線
荒井

六丁の目卸町

薬師堂

連坊

宮城野通

八木山動物公園

青葉山

川内

国際センター

大町西公園

青葉通一番町

愛宕橋

富沢

長町南

長町

長町一丁目

河原町

五橋

勾当台公園
広瀬通

北四番丁

北仙台

台原

旭ヶ丘

黒松

八乙女

泉中央

難場所の確保など、市民と行政が

協働して取り組んでいます。また、

普段から顔の見える関係をつくれ

るよう、全ての指定避難所に市の

担当課を配置し、避難訓練なども

実施しています」（原課長）

　多重防御ができるインフラ整備が

行われ、市民と行政が一体になった

避難所の運営や日ごろからの防災意

重点化方針2020」には、「防災と環

境を基軸とした未来を創るまちづく

り」、「社会のイノベーションを生み

人口減少に挑むまちづくり」、「東西

線開業を契機とした都市の楽しさを

創造するまちづくり」の３つの方針

が掲げられている。

　「分散しがちな都市機能を一定の

エリア内に集約することは、より便

利で快適な市民生活につながり、少

子高齢化時代にも対応するものだと

思います」（遠藤課長）

　これを後押しするのが、2015年12

月に開業した地下鉄東西線である。

仙台市の中心部は、東側が産業エリ

ア、西側は学術文化エリアという特

色がある。

　この両エリアのアクセスが東西線

の開通によってスムーズになったこ

とは、今後の仙台のまちづくりにと

って大きな意味を持つ。

識の浸透が実現して、初めて効果的

な防災・減災対策になるというの

が、仙台市が東日本大震災から得た

貴重な教訓である。

柔軟な発想の土地利用で 

新たな活気を呼び込む 

　津波による甚大な被害を受けた沿

岸部の東部被災地域は、住宅の新築

などを禁止する災害危険区域に指定

されたが、仙台市はこのエリアの一

部を市の新たな活力源とするための

利活用を計画している。

　「市が買い取った防災集団移転後

の土地を、民間事業者に負担の少な

い借地料で貸し、古里を離れた方々

の思いも大切にしながらこの地域に

賑わいをもたらす場を創出しようと

考えています」と説明するのは、仙

台市都市整備局の横田修課長。

　スポーツ・レジャー施設のほか、

芸術・文化などの“チャレンジン

　これまで仙台市の都市部は外延化

を続けてきたが、今後南北線を含め

た２本の地下鉄を軸とする都市整備

が進行すれば、両地下鉄の沿線に市

民の生活に必要な機能が集約される

ことになる。そのことで都市の利便

性や快適性を高め、まちの活力を創

出したいというのが、仙台市の考え

方である。

震災前から継続している 

仙台駅周辺の都市開発 

　南北線と東西線が交差する仙台駅

周辺は、ますます大きな役割を担う

ことになる。

　駅前地区の再編は震災前から少

しずつ進められており、2016年には

集客力の高い商業施設が新たにでき

たほか、仙台駅は東西を結ぶ幅６m

の自由通路を16mに拡幅。東口広

場も再整備され、中長距離の高速バ

地下鉄東西線の連坊駅と卸町駅では、フジテッ
ク製のエレベータ、エスカレータ計24台が稼働
している

参考：東日本大震災 仙台復興のあゆみ（仙台市まちづくり政策局震災復興室、2017年3月発行）

仙台市の青葉区に2015年に竣工した「ザ・青
葉通レジデンス」。整備が進む仙台に誕生した
マンションの一つで、フジテック製エレベータ
が稼働している

グな取り組みの場”として集客力

の高い利活用がなされることに期待

しているという。

　津波被災地域のうち、震災前は住

宅と企業が混在していた蒲
が も う

生北部地

区では、産業系の土地利用が計画さ

れている。

　「仙台国際貿易港に近いこの地区

の立地特性を生かし、新たな産業集

積のための土地区画整理事業を推進

中です」と話すのは、仙台市都市整

備局の西村康弘係長。

　柔軟な発想で土地を有効利用しよ

うとする取り組みといえそうだ。

市民がより快適に暮らせる 

まちを目指す 

　このように復興を着々と進めてき

た仙台市が構想する都市の未来像と

はどのようなものだろうか。

　2020年までの５年間を見据えて

2015年末に策定された「仙台市政策

スターミナルが集約された。

　「中心部は都会でありながら、自

然が身近で暮らしやすい」（遠藤課

長、横田課長）、「四季折々に文化、

スポーツ、お祭りなどの多彩なイベ

ントがある」（原課長、西村係長）と

語るように、豊かな住環境が整って

いるとともに、観光資源にも恵まれ

ている仙台市は、震災後の都市整備

によってさらにその魅力を増そうと

している。フジテックは、今後もそ

の発展の一翼を担っていく。

フジテック株式会社
北日本支社東北支店
課長

田中 亮

　東北地方全域の復興公営住

宅の多くに昇降機を納入させて

いただくなど、当社は東日本大

震災後の復興に陰ながらご協力

してきました。

　東日本大震災で建物に大き

な被害が生じた独立行政法人

国立病院機構「仙台医療セン

ター」様の建て替えに際しても

昇降機の納入を決定いただき、

現在準備を進めています。

　こちらは基幹災害拠点病院と

して、大規模災害発生時にも

機能を維持することが求められる

建物ですので、万全な安全対

策を施す所存です。

　当社はこれまで、仙台のラン

ドマークとなっている「アエル」

様や「仙台トラストタワー」様な

どの高層ビルにも納入し、長き

にわたりお客様と歩んでまいりま

した。特にこれから開発が期待

される地下鉄東西線沿線では、

高層ビルはもちろん、ショッピン

グセンターなど市民の皆様が身

近に利用される施設へも納入さ

せていただき、これからの仙台市

の発展に貢献する所存です。

再開発が進む仙台市の発展に貢献

仙台市の復旧・復興状況

凡例

災害危険区域
ほ場整備事業区域
防災集団移転先
主な宅地復旧箇所
復興公営住宅
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