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「杜の都仙台」 大震災からの
復興へ向けた基本政策
～より強い都市の創生をめざして～

　私たち「市民フォーラム仙台」は、本年3月11日の東日本
大震災からの復旧・復興に向けて歩み出している仙台市民と
ともに、被災者の生活再建はもとより、単に復旧だけでなく
仙台の新たな創生に向けた取り組みを進めるため、市民の皆様に
お約束する会派としての基本政策の取りまとめを行いました。
　国の「東日本大震災からの復興の基本方針」における「復興
集中期間」と連動する「仙台市震災復興計画」の進捗にあわせ、
５年間で「実現可能な政策」、「着手できる政策」、「目途をつけられ
る政策」を中心としたものです。

私たちは今後、この基本政策に基づき積極的に市政に取り組んで参ります。

市民フォーラム
仙　台

Photo：定禅寺ストリートジャズフェスティバル

秋冬号



2 市政に取り組む基本認識

　今回の東日本大震災は、行政当局及び多くの市
民の想定をはるかに超え、本市においても704名
の尊い生命を奪うとともに、未だ26名の方が
行方不明という多くの犠牲を生じさせた正に国難
といえます。まず私たちは、自然を人間の力で
制御できるというこれまでの過信を率直に反省
しなければなりません。自然との共生を基本とする
減災への発想の転換と、生命を守ることを最優先
とする政策の実現が求められています。
　現在、少子高齢化の加速的進行とともに、本市
も人口減少時代に突入しようとしています。少子
化対策をはじめ高齢者や障がい者など各種福祉施
策の充実は待ったなしの課題であり、震災後の福
祉需要の増加がさらに拍車をかけることが予想さ
れます。
　また震災の被害総額は、推計で1兆297億円で
あり、これを復旧・復興させていく市政運営は容
易でないことは明らかです。
　一方で、「仙台市新総合計画」がスタートした
ばかりであり、これに基づく各分野の施策も重要
です。　
　したがって、改めて政策の優先順位を明確にし、
被災者はもちろん市民生活の安定や、農業を含め

た地域経済の活性化、雇用の確保など、必要な
政策については大胆かつ積極的に推進することが
求められます。特に、エネルギー問題への対応や、
農業の6次産業化、風評被害の払拭など、東北の
中枢都市として単に復興するだけではなく、より
強い都市の創生に取り組まなければなりません。
　そのためには、改めて市民の知恵と力の結集
が必要です。今回の大震災でも、自助・共助、
NPOや地域などの市民力、また企業などの民間
力、さらに国内外のボランティアなどが力を発揮
し、機動的かつ効果的に活躍したことは周知の
事実であり、本市の復興とまちづくりには一層の
市民参画が不可欠です。
　さらに、大震災発生後の経験から地方分権の
推進や情報公開のあり方など、国や県との間におけ
る権限の現状を改め、必要な権限及び税源の移譲
を強く求めるとともに、復興財源を捻出するため
の行財政改革も着実に推進し、東北を牽引する
リーダー都市として国内外にいち早く復興の姿を
発信できるよう、復興計画の速やかな策定と着実
な実施を求めていくことを中心として積極的に
市政に取り組んで参ります。

市民フォーラム 仙 台 「杜の都仙台」 大震災からの
復興へ向けた基本政策市民フォーラム 仙 台 「杜の都仙台」 大震災からの
復興へ向けた基本政策

1 市政に取り組む基本認識

2011年10月14日　会派基本政策を奥山市長に提出
前列左から　佐藤・木村・岡本・奥山市長・日下・安孫子／後列左から　渡辺（敬）・加藤・小野寺・渡辺（公）



3市政の主要課題に対する基本政策

（1）被災者の生活再建
①仮設住宅の居住環境の改善
（a）	プレハブ仮設住宅の改善（バリアフリー化、

防音、夏冬対策、収納、雨、結露対策など）
を早急に行い、数年間過ごせる住宅として
の質を確保していく。また、防災協定におけ
る仮設住宅のあり方を抜本的に見直す。

（b）	集会所の設置と活用によるコミュニティの形
成をはじめ、孤独死の防止や生きがい対策
など心身の健康づくりの支援に努める。

（c）	社宅提供などによる仮設住宅や民間賃貸住
宅に入居された方については、地域特性に
あわせ、町内会や民生委員、支援団体など
の協力のもとに被災者への情報提供を適時
行い、健康増進と社会参加を積極的に促す
など、自立に向けた支援を強化する。

（d）	状況に応じて、仮設住宅の借り上げ期間の
延長を認めていく。

②集団移転事業の円滑な実現
（a）	集団移転事業が円滑に実現できるよう、国

に対し制度の改善や補助の引き上げを求め
ていく。

（b）	被災地の買い上げ条件及び移転先の土地取
得や賃借条件の緩和を行う。

（c）	復興公営住宅の早期建設と必要戸数の確保
に努める。

③宅地の安全確保と復旧支援
（a）	二次被害の防止を徹底する。
（b）	災害復旧関連事業の基準緩和と対象拡大な

どを国に求めていく。
（c）	本市の独自支援制度の創設など、宅地復旧

についての個人負担を軽減する。
（d）	宅地開発に対する許可基準を見直す。
（e）	宅地の造成方法や災害履歴など宅地情報を

公開する。

④事業・仕事を失った方への生活再建
（a）	失業保険給付終了後の支援策を検討する。
（b）	緊急雇用創出事業の拡大により被災者雇用

の継続をはかる。
（c）	地元企業における正規社員採用に対する支

援制度を拡充する。

⑤マンションなど集合住宅対策
（a）	被災マンション復旧への支援策と相談体制

の拡充を進める。
（b）	マンション管理組合による防災体制や居住

者による自主防災組織の設立を推進する。
（c）	マンションなど集合住宅におけるり災証明

の判断基準を見直す。
（d）	マンションなどの耐震化を強力に推進する。

（2）新たな都市防災対策の確立
　地域防災計画の抜本的見直しに早急に着手する
とともに、防災拠点の整備と防災リーダーの育成を
促進する。

①地域の実情に応じて、消防局、市民局、健康
福祉局、教育局の連携による区役所を窓口とし
た防災まちづくりを推進する。

②指定避難所は地域バランスを考慮し、個所数の
拡大と避難所運営の改善を行う。

環境改善が求められるプレハブ仮設住宅
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4 市政の主要課題に対する基本政策

③自主防災組織と町内会、社会福祉協議会、
地域包括支援センターなどが協力した安否確認
など要援護者の支援プランを策定し、実践訓練
を行う。

④発災時の応急活動で自主防災組織の中心となる
防災リーダーを育成するとともに、学校におけ
る児童・生徒の防災教育の充実及び役割意識の
徹底をはかる。

⑤交通事業者と民間企業が連携し、帰宅困難者対
策を確立する。　

⑥避難所における自家発電装置、プロパンガスな
ど防災資機材の整備促進、内陸部への燃料の
備蓄、職員の現場力の強化、情報連絡手段の
強化などに努める。

⑦ゲリラ豪雨対策として雨水調整池の整備を促進
するなど、都市型水害対策を強化する。

⑧水道における供給ラインの多系統化と供給ブ
ロックの再編成など、災害時に即応可能なライ
フライン（ガス・上下水道・電気・通信）を実
現する。

（3）経済の再生と雇用の創出
　本市内の企業や農漁業関連で約2,800億円の
震災被害が発生し、離職や減収などにより生活基盤
を失った市民も多いなど深刻な経済状況を踏まえ、
地元中小企業への一層の支援や農業の6次産業化
など本市の地場産業の再生に努める。併せて短期・
長期の雇用確保に全力を尽くす。
①地元中小企業や商店街の経営維持に向け、
各種支援制度のさらなる充実を進めるとともに、
地元金融機関には一層の理解と支援を求めて
いく。

②産学官の連携に金融や労働界も加えた新しい
ネットワークの構築を行い、医療・環境・防災な
どの分野における起業策を進めるとともに、地
元研究機関と地元企業が連携できる環境づくり
を強化する。また海外市場も視野に入れた仙台
ブランド製品の開発、販路の拡大などの支援強
化を進める。

③国内外からの企業及び集客施設の誘致を積極的
に推進し、新たなビジネスチャンスの創出と雇
用の拡大をはかる。

④東部の津波浸水地域における農業の再生に向
け、農地や施設の復旧を速やかに実現するとと
もに、田畑の集約化による担い手不足の解消や、
生産から流通までの6次産業化を推進し、農業
経営の安定化を進める。

⑤深刻化する若者（高卒・大卒）の就職状況に対し、
国や県とも連携し本市としての相談・支援体制を
強化する。また増大する非正規雇用労働者や
雇用のミスマッチに対し、雇用情勢に対応した
効果的な施策を推進する。

⑥観光、コンベンションなどの集客事業を本市の
重要産業と位置づけ、風評被害の払拭に努める
とともに、都市としての魅力向上のための諸施
策も含め積極的に推進する。
（a）	次期DC（デスティネーションキャンペーン）

の成功に向け、東アジア地域を中心とする
効果的な海外プロモーション事業を促進す
るなど、積極的なシティセールスを行うとと
もに、観光資源の魅力向上や受け入れ体制
の強化を進める。

（b）	七夕まつりについては、商店街の協力体制
を強化するなど、「仙台三大まつり」の活性
化に加え東北六魂祭の継続開催、各種の市
民企画型イベント（定禅寺ストリートジャズ
フェスティバル、みちのくYOSAKOIまつ
りなど）への支援も強化する。

来年の開催が待たれる「仙台青葉まつり」
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5市政の主要課題に対する基本政策

（c）	仙台市を本拠地とするプロスポーツチーム
を有効に活用するとともに、各種国際スポー
ツ大会の誘致や、音楽イベント（仙台クラ
シックフェスティバルなど）の活性化など、
楽都・劇都としての地元資源を活用し、交
流人口の拡大をはかる。

⑦国際会議はもちろん各種会議・大会の誘致を進
めるとともに、国内外のコンベンションの受け入
れ施設や機能の充実を進める。

（4）市民福祉の充実と
安全・安心のまちづくり

　子ども、高齢者、生活困窮者、障がい者の福祉
を充実させるとともに、新市立病院の速やかな整備
をはじめ、緊急時にも市民が安心できる本市の医
療体制を確立していく。また食の安全対策の強化
も推進する。

①地域福祉の充実
（a）	保育所の待機児童解消に向け、保育所の増

設に加え、幼稚園やせんだい保育室の積極
的活用、病児保育の拡大など保育サービス
の拡充に努めるとともに、利用者の負担感
の格差是正に取り組む。

（b）	のびすく仙台や、DV・児童虐待などの相談
支援機能の充実、子育て家庭への経済的な
支援など、総合的な子育て支援策を推進する。

（c）	高齢者のみ世帯、一人暮らし高齢者世帯の
増加に対応し生活支援を含めた健康づくり、
介護予防、認知症対策などを推進する。

（d）	被災地における新たなニーズに対応できる
要介護高齢者の入所施設(小規模多機能施
設、グループホーム、有料老人ホームなど)
の整備を促進するとともに、制度改正に合
わせた高齢者用住まいの確保に努める。

（e）	震災後の生活困窮者、また生活保護受給者
などの生活実態を十分に把握し、社会的・
経済的な自立につながる新たな生活支援シ
ステムの構築に取り組む。

（f）	障がい者の就労支援を進めるとともに、心
身の健康管理や療育、放課後ケアなど地域
で生活が営めるよう、自立支援法の見直し
を見据えた対応を進める。

（g）	（仮称）南部アーチルの開館にともない、2
館体制による発達障がいの早期発見から適
切な療育と支援など機能強化をはかるとと
もに、校医や教職員との連携による学校現
場での支援の拡充に努める。

②医療体制の強化

（a）	新市立病院は、助産師活用の拡大を含めた
産科・小児科・急性期医療及び精神救急医
療の充実をはかるとともに、緊急時に十分
対応できる防災備蓄及び医療従事者の確保
に努め、災害拠点病院としての機能を十分
備えたものにする。また病院へのアクセス環
境の改善をはかりながら早期完成をめざす。

（b）	災害拠点病院の地域バランスを見直すため、
条件緩和をはかるとともに、ドクターカーや
消防ヘリコプターへの医師同乗システムの
活用を含むメディカルコントロールの拡充に
努める。

（c）	予防医療としての定期健診や予防接種を促
進するとともに、住民票が移せない被災者
についても同様の支援を行う。

（d）	一人暮らしの高齢者が救急医療を要する場
合、救急隊員が速やかに対応できるよう、
本人の持病、医療機関などの情報が明記さ

新市立病院イメージ図（H26年度開院予定）
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れた ｢救急医療情報キット｣ を冷蔵庫に保
管するシステムを導入する。

（e）	新型インフルエンザを始め、感染症への危
機管理対策に万全の態勢を構築する。

③自立と共生のまちづくり
（a）	町内会・NPO・企業・学生などがそれぞれ

の立場において、または連携して本市のま
ちづくりに参画できる機会の創出をはかる。

（b）	町内会やマンションなどにおける自主防災
組織設立の、促進と実践的な訓練を進める。

（c）	民生委員ほか関係団体などの協力により、
地域での見守り活動や一人暮らし世帯の社
会参加をはかり、隣近所の顔が見える地域
コミュニティの形成に努める。

（d）	女性・子ども・高齢者・障がい者の視点に
立った、人にやさしいまちづくりへの市民参
画を推進する。

（e）	日常におけるボランティア活動を促進する。

④教育・文化・スポーツの振興

（a）	子どもたちが厳しい時代を乗り越え逞しく
生きる力を備えるため、小中学校における
基礎学力や基礎体力の向上をはかるととも
に、教員の研修制度を充実し教職員の指導
力と資質の向上をはかる。

（b）	児童・生徒に対し、生命の大切さや人との
絆を強く意識した教育により、震災を乗り越
える心と身体を育むとともに、心のケアを長
期的に継続していく。　　

（c）	学校支援地域本部の対象校を拡大し、地域
において子どもたちを育む環境の充実に努
める。また防災拠点施設としての学校とい
う視点も含め、学校施設の開放をさらに推
進し、学校と地域が一体となった防災及び
避難活動の実践を進める。

（d）	児童館のほか、学校施設も活用した放課後
児童対策を進めるとともに、児童館の時間
延長と受益者負担の導入に着手する。

（e）	中高生・学生など若い世代の声と力を活か
すため、本市の各種施策への参画機会の拡
大や、市民センターなどを活用した社会教
育のさらなる充実に努める。

（f）	市立の高等学校（中高一貫校を含む）につ
いては、各校の設置目的や特徴を活かすた
め、教職員の質の向上と、生徒一人ひとり
の進路に沿った教育と指導を徹底し、進学・
就職ともに十分な成果が上がるようにする。

（g）	国際的スポーツイベントの定期開催をさら
に拡大し、国内最高峰をめざす仙台ハーフ
マラソン大会の環境整備を進める。また仙
台カップ国際ユースサッカー大会について
は、イタリア代表と東北代表チームの復活
に努める。

⑤暮らしの安全確保
（a）	県警の市警察部や関係団体はもとより、市

民の協力などにより、犯罪抑止力を強化す
るとともに、若林警察署の早期実現に取り
組む。

（b）	生活道路及び通学路の安全確保のため、家
庭・学校・地域などの連携による地域安全
活動を強化する。また街路灯の更新や適切
な除草、道路標識などの点検を推進する。

（c）	自転車と歩行者の接触事故防止策を強化す
るとともに、学校や関係機関における自転
車走行ルールの指導徹底をはかる。また駐
輪場を適地に増設及びコミュニティサイク
ルの本格実施に努める。

（d）	「食の安全」を確保するため、農畜産物に加

来春から1万人規模に拡大する仙台国際ハーフマラソン

市民フォーラム 仙 台 「杜の都仙台」 大震災からの
復興へ向けた基本政策
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え学校給食食材の放射性物質検査を実施す
るとともに情報公開を徹底する。また、食
物アレルギー対応食提供の拡充を進める。

（5）「新たな杜の都」の
環境・エネルギー政策

　真の環境先進都市の実現のため、環境を念頭に
置いた生活スタイルへの転換と、自然エネルギー
の開発・普及の促進など、自然と人間が調和・共
生する「新たな杜の都」の構築に向けた諸施策を
積極的に推進する。

①太陽光発電やバイオマス燃料など、自然エネル
ギー事業の拡大に積極的に取り組む。

②蓄電技術や次世代エネルギーの開発促進など、
成長産業である環境関連産業の創出を促し、
環境と産業が調和するモデル都市としての杜の
都づくりを進める。

③生ゴミリサイクルのさらなる推進など一層のゴミ
減量を促進するとともに、事業系ゴミの排出抑
制を推進する。また、引き続き不適正排出や不
法投棄対策を徹底する。

④広瀬川をはじめとする親水空間の改善や、水辺
の環境保全と浄化に努め、生態系のさらなる回
復をはかる。

⑤節電・節水とともにカーフリーデーの継続など、
市民との協働により環境負荷の少ない「エコモ
デル都市仙台」づくりを推進する。

（6）財源確保に向けた行財政
改革の推進と効率的な政策展開

　本市の復興には1兆円を超える予算を伴うことは
確実であり、復興財源の捻出のためにも、さらに
効率的で効果的な行財政運営や政策展開が必要で
ある。同時に、市役所の組織改革と職員の意識
改革を推進していく。

①今後の予算編成にあたっては、厳しい財政状況
を踏まえて、政策の優先順位を一層明確にする
とともに、政策形成過程の可能な限りの公開や
事業仕分け的な手法も導入していく。

②「行財制改革2010」を着実に実施するととも
に、さらなる見直しを行い財源の確保に努める。

③非常時や災害時における基礎自治体の責任と
権限を明確にするとともに、政令指定都市とし
て県や国からのさらなる権限委譲を求めていく。

④地下鉄東西線については、東部地区再生の拠
点として荒井駅周辺の整備を重点的に進めると
ともに、他の駅についてもバス結節の機能
強化や沿線のまちづくりを促進し早期完成に
努める。あわせて工事費や運行経費の一層の
節減、ICカード化などによりさらに効率的な事業
としていく。

⑤「あすと長町」については、企業・民間集客
施設などの誘致をさらに積極的に進める。また
アリーナや杜の広場などを活用したイベント開催
を行うとともに、未売却地の暫定利用による
誘客にも積極的に取り組む。

⑥仙台港背後地については、被災企業の現地復旧
とともに、津波防災研究機関の誘致など、復興
特区を活用した新たな研究・産業拠点の形成を
めざす。

旭丘小学校屋上の太陽光発電装置
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市政についてのご意見・ご要望をお寄せください。　info@forum-sendai.com
「市民フォーラム仙台」ホームページアドレス　http://www.forum-sendai.com

市民フォーラム仙台
　市民フォーラム仙台は、仙台市
議会の第2会派として本年8月、上
記の議員9人で結成いたしました。
　所属議員が市政について活発に
調査・研究や広報・広聴活動など
を行い、その上で自由な議論を通
じて会派の基本政策を策定すると
ともに、これに基づいて各自が積
極的に市政についての質問や提言
などを行っております。

━ 市議会を傍聴しませんか ━
　開会中は本会議、常任委員会、特別委員会とも、どなたでも自由に
傍聴できます。 
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