
　「泉パークタウン」は、住環境や商業施設、事
業所、緑地などで構成する複合型の都市建築
をテーマに三菱地所が1969年に用地を取得
後、74年にまちびらきし75年から分譲を開
始。以降、40年以上かけて住民や仙台市とと
もに、まちづくりが進められてきた。
　最終開発なる「第6住区」は三菱地所、パナソ

ニックホームズ、関電不動産開発の3社による
共同開発方式で、先進の技術やサービスを駆使
し低炭素社会・循環型社会の形成に寄与する社
会課題解決型のまちづくりをテーマに、3社の
技術を活かしながら民間最大規模の複合開発
事業として整備されるほか、東北電力やヤマト
運輸、SONPOホールディングスがそれぞれの

技術やノウハウを活用し、「エネルギー」、「交
通・物流」、「健康」、「安心・安全」といった社会の
課題解決に繋がるサービスが提供される。
　昨年12月には「第6住区東工区」の町名が
「朝日」に決定するなど、今後のまちびらきに住
民や仙台市から大きな期待が寄せられている。
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　この度、泉パークタウンとして
は最終工区となる第６住区に

おける東工区721区画が約３年の造成工事を
経て、無事竣工を迎えることができました。近隣
にお住まいの方々のご理解とご協力はもちろん、
天候に恵まれない時期も多くある中、無事故無
災害で完了したことは大成建設さまをはじめと
する関係協力会社さまのご尽力のたまものであ
ると心より感謝申し上げます。
　泉パークタウンは1974年の街開き以来、環境
との共生を掲げた住宅地開発を継続しながら、
スポーツガーデン、ホテル、大型商業施設などの
賑わい交流施設等を順次加え、また、街路整備
等景観にも気を配り、お住まいの方々のみならず
皆さまにもご好評をいただき、結果規模としても
民間事業として日本最大級の１万世帯を超える
街にまで成長いたしました。「朝日」と名付けられ
た新たな街は、神奈川県藤沢市他でスマートタ
ウンづくりでの実績を有するパナソニック ホーム
ズさまと、富谷市新富谷ガーデンシティにて長年
にわたる街づくりのノウハウを有する関電不動
産開発さまとそれぞれの経験を活かしたスマー
トかつサステナブルな新たな街づくりに共同で取
り組む所存です。
　さらに、東北電力さまグループをはじめ異業種
の企業さまとエネルギー、地域交通・効率的な
物流、健康寿命の増進、防犯・防災・減災など
の社会的な課題解決にも積極的に取り組み、既
存の住宅地も含め、具体的なサービスとして将
来にわたり提供したいと考えます。
　既存住区にお住まいの皆さまと「朝日」に引っ
越してこられる方 と々の交流により、常に進化し
続けるスマートかつサステナブルな泉パークタウ
ンの取り組みが、他の街づくりの【灯（あかり）】と
なることを目指します。

　（仮称）泉パークタウン第６住区東工区開発計画工事は
2018年11月に地鎮祭が執り行われ、事前調査後12
月より工事区域の仮囲い、仮設道路等の準備工事および
当該開発区域内既存林の伐採作業から着手しました。
　泉パークタウンは1970年頃より第１期工事に着手、
高森、寺岡、高森東、桂、紫山の宅地造成と共に工
業流通団地、スポーツ施設等が衣食住接近の開発思
想のもとに、長期にわたり進められていると聞いており、
今回の第６期東工区は第６期全体約148haのうち東側
48haを造成し、宅地、施設用地等721区画を整備す
るものです。
　伐採、重機土工事においては機械化および情報化施
工（ICT・ドローン切盛土管理）を活用し、現場作業
の効率化、省力化を図り、人と機械の作業分離徹底で
安全な施工管理に努めました。
　開発区域東側は、既設住区幹線道路に接した高盛土
となるため、盛土の品質管理、工事中排水の設備維持

管理に留意して施工しており、造成工事特有の防塵対
策も、地域住民のご理解のもと進めてきました。
　排水工事および道路工事は多量の資材を長期間搬出
入することから、極力地域住民に迷惑をかけない運搬
ルートおよび時間の選定、安全設備の設置、周辺道路
の清掃実施をしてきており、交通規制に関しては周辺
住民への広報に努めました。
　最盛期には300人を超える作業従事者で、長きにわ
たるコロナ禍の中、元請けおよび協力業者との共通認
識を得るため、デジタルサイネージおよびSNSツール
の活用、工事監視カメラ等を駆使して、安全意識の向
上、事故・災害、新型コロナ感染を避けるべく対策を取っ
てきました。
　竣工に際しましては、何かとご指導ご鞭撻をいただ
いた地元住民、関係諸官庁の担当者の方々に感謝する
とともに、無事に泉パークタウン第６期東工区を引き渡
せたことに工事関係者一同安堵しております。
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