
 

 

 

 

 

 

第１回福島県における復興祈念公園 

基本構想検討調査有識者委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     日時：平成28年９月23日（金） 

                        15時00分～17時00分 
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１．開  会 

（午後 ２時５７分） 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 委員の皆様がおそろいとなりましたので、ただいまから第１回福島県

における復興祈念公園基本構想検討調査有識者委員会を開会いたします。 

 関係する皆様におかれましては、ご多用のところご出席賜りまことに

ありがとうございます。 

 本日司会を務めます東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官

の木村と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 では、これからは座って進行させていただきます。 

 内容に入ります前に配付資料の確認をいたします。まず次第、出席者

名簿、座席表、そして配付資料の一覧がございます。各資料の右上に資

料番号を記載しています。資料一覧にありますとおり、資料１から８ま

で８点でございます。 

 それから、参考資料といたしまして参考資料１から５まで５点でござ

います。本日の配付資料は以上でございます。資料に不足のある場合は

事務局までお知らせください。よろしいでしょうか。 

 本日の委員会につきましては、議事次第にありますとおり17時までの

予定で進めさせていただきたいと思います。また、本日速記により記録

をとっておりますので、ご発言の際は事務局の者がお持ちするマイクを

お使いいただきますようにお願い申し上げます。 

 

２．主催者挨拶 

 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】  

 それでは、開会に当たりまして国土交通省東北地方整備局、川瀧局長

よりご挨拶申し上げます。 

【川瀧東北地方整備局長】 

 ご紹介いただきました国土交通省東北地方整備局長の川瀧と申します。

本日は大変お忙しい中、委員の皆様と行政委員の皆様、委員会にご参加
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いただきまして、また福島までご参集いただきましてどうもありがとう

ございます。 

 さて、東北地方整備局でございますけれども、東北６県のインフラを

担当しております。インフラと一言で言いましても道路、あとは高速道

路から市町村道路まで、それから河川、ダム、港や空港までも担当して

おり、まちづくりも交付金事業という形で担当させていただいておりま

す。まちづくりというのは区画整理、再開発、下水道、それから公園整

備などがございます。 

 また、東北地方整備局でございますから、復興の加速化というのが一

番重要な使命として仕事させていただいておりまして、例えば復興道路

という形で、あるいは復興支援道路というような形で高速道路も今整備

している真っ最中でございます。そういうプロジェクトと並ぶぐらい我

々が大事だと思っているのがこの復興祈念公園だと考えてございます。

事業費はそんなに大きくないかもしれませんけれども、地元にとっても、

また我々国土交通省にとっても非常に大事なプロジェクトではないかと

考えてございます。 

 現在東北の中では、ご存じのとおり岩手県では陸前高田、宮城県では

石巻で検討が進められ、設計も進んでいるという状況でございます。最

後に、この福島において議論いただいて先に進めていきたいというふう

に思っております。 

 施設の性格上、やはり地元の住民の皆様とか、地元の自治体の皆様の

ご意見が非常に重要になると思っておりますので、我々もしっかり詰め

ながら進めていきたいと思っております。色々な課題もあると思います。

ぜひ有識者、行政委員の皆様方にご指導いただきたいと思います。本日

もよろしくお願いいたします。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 続きまして、復興庁、西野参事官よりご挨拶を申し上げます。 

【西野復興庁参事官】 

 ただいまご紹介をいただきました復興庁参事官をしております西野と

申します。本日は大変お忙しい中、この有識者委員会にご参集いただき
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ましてありがとうございます。 

 ご承知のとおり今年の９月11日で東日本大震災から５年半が経過いた

しまして、今年度からは復興創生期間ということで10年間の復興期間の

総仕上げといった時期に入っておるところでございます。 

 しかしながら、福島県におきましては地震、津波で甚大な被害が発生

するとともに、現在でも避難指示などによりまして、まだ約９万人もの

方々が故郷から遠く離れた地で避難生活を続けておられる状況にござい

ます。そういった中で、福島県におかれましては、復興祈念公園の候補

地として双葉町、浪江町にまたがるエリアを決定され、また復興祈念公

園のあり方として基本構想の意見提言を取りまとめられたところでござ

います。 

 復興庁におきましては復興祈念公園の基本構想検討調査費を計上させ

ていただきまして、その支出につきまして東北地方整備局のほうに委任

をさせていただいているわけでございます。 

 本日はこの第１回の基本構想検討調査有識者委員会となるところでご

ざいまして、４回ほど予定されていると聞いておりますけれども、委員

の皆様方におかれましてはぜひ忌憚のないご意見、ご提言を賜りまして、

この構想がよりよいものになっていくことをご祈念申し上げまして、甚

だ簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 続きまして、福島県、大河原土木部長よりご挨拶申し上げます。 

【大河原福島県土木部長】 

 福島県土木部長の大河原でございます。有識者委員会開催に当たりま

して、福島県としてご挨拶を申し上げます。 

 皆様には日頃から本県の土木行政並びに震災からの復旧・復興にご理

解とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。 

 福島県における復興祈念公園におきましては、昨年度地元住民の方々

のご意見、県の有識者会議での議論を踏まえながら福島県における復興

祈念公園のあり方につきまして、県として提言をまとめたところでござ
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います。本年６月に提言書を国に提出させていただいたところでござい

ます。 

 具体的な内容につきましては、本有識者委員会より進められることと

なりますけれども、県といたしましては県の提言書に記載させていただ

いたとおり、子供や若者が誇りを持つことができる福島を再生するため、

復興祈念公園とともに福島の新しい姿、その軌跡を発信することを期待

しているところであり、公園の整備に向けまして国や双葉、浪江両町と

連携を密にしながら取り組んでまいりたいと考えております。 

 どうか委員の皆様におかれましては、本県の復興祈念公園の基本構想

についてそれぞれのお立場から忌憚のないご意見を賜りますようお願い

申し上げまして、挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

 

３．委員紹介 

 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 では、続きまして有識者委員会の委員の先生方を出席者名簿順にご紹

介いたします。 

 日本大学工学部専任講師、市岡綾子委員でございます。 

【市岡綾子委員】 

 市岡でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 高崎経済大学地域政策学部教授、櫻井常矢委員。本日、所用により欠

席でございます。 

 日本大学工学部名誉教授、長林久夫委員でございます。 

【長林久夫委員】 

 長林でございます。よろしくお願いいたします。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 宮城大学事業構想学部教授、舟引敏明委員でございます。 

【舟引敏明委員】 

 舟引です。よろしくお願いいたします。 
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【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 東京大学大学院工学系研究科教授の横張真委員でございます。 

【横張真委員】 

 横張でございます。よろしくお願いいたします。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 東京都市大学環境学部教授、涌井史郎委員。本日、公務によりおくれ

ての参加となります。 

引き続きまして、行政委員を紹介いたします。 

 双葉町長、伊澤史朗委員でございます。 

【伊澤史朗行政委員】 

 伊澤です。よろしくお願いいたします。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 浪江町長、馬場有委員でございます。 

【馬場有行政委員】 

 浪江町長の馬場有です。よろしくお願いします。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 福島県土木部長、大河原聡委員でございます。 

【大河原聡行政委員】 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 復興庁参事官、西野仁委員でございます。 

【西野仁行政委員】 

 西野でございます。よろしくお願いいたします。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 復興庁福島復興局次長、阿部徹委員でございます。 

【阿部徹行政委員】 

 阿部でございます。よろしくお願いいたします。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 国土交通省都市局公園緑地・景観課長、町田誠委員におかれましては、

本日都合により出席できないため、代理でのご出席の公園緑地・景観課
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緑地環境室長の古澤達也様でございます。 

【古澤達也行政委員代理（町田誠行政委員）】 

 町田の代理の古澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 国土交通省東北地方整備局建政部長、筒井智紀委員でございます。 

【筒井智紀行政委員】 

 筒井でございます。どうぞよろしくお願いします。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

４．委員会の設置について 

 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 続きまして、次第の４番目、委員会の設置について事務局よりご説明

いたします。 

 資料１、福島県における復興祈念公園基本構想検討調査有識者委員会

設置要綱（案）をごらんください。 

 まず、第１条にはこの要綱の趣旨を、第２条に委員会の目的を書いて

おります。 

 本委員会では、福島県双葉郡双葉町・浪江町（中野・両竹地区（仮称））

を対象とした復興祈念公園の基本構想に関すること。その他必要な事項

について検討を行うということにしております。 

 第３条には、委員会の構成を定めておりまして、次のページにござい

ますとおり、委員の名簿によって構成されることとしております。 

 第４条には、委員長の規定について、委員会に委員長を置き、委員長

は委員の互選により定めるということにさせていただいております。 

 第５条には、運営及び会議及び第６条には設置期間、第７条には事務

局について定めております。 

 最後に、第８条、その他ということで、委員会の運営に必要な事項は、

委員長が委員会に諮って定めるものとするとしてございます。 
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 以上でございますが、ご意見やご質問はございますでしょうか。 

 

（「なし」の声） 

 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 それでは、有識者委員会の設置要綱について、原案のとおり定めるこ

とでご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 ご異議がないようですので、設置要綱は原案のとおりとさせていただ

きたいと思います。 

 なお、本日は有識者委員６名のうち５名の出席をいただいております

ので、有識者委員会の設置要綱に基づき、委員会として成立しておりま

すことをご報告申し上げます。 

 続きまして、設置要綱第４条に基づきまして、委員長の選出に移らせ

ていただきたいと思います。 

 先ほどもご説明しましたとおり、委員長は互選により定めることとさ

れております。事務局といたしましては、震災復興祈念公園基本構想検

討会の有識者委員会に携わられ、平成24年度には福島県において防災緑

地計画ガイドライン検討委員会の委員長を務められるなど、復興、防災

にかかわる公園に造詣の深い横張委員に委員長をお願いできればと考え

ております。委員の皆様にご異議がなければ拍手をお願いしたいと思い

ます。よろしいでしょうか。 

 

〔 拍手 〕 

 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 ありがとうございました。 
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 それでは、横張委員に委員長をお願いしたいと思いますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 これからの進行は、横張委員長にお渡ししたいと思います。横張委員

長よろしくお願いいたします。 

【横張真委員長】 

 ただいまご指名をいただきました横張でございます。若輩者で大変僭

越ではございますけれども、ご指名でございますので、委員長を受けさ

せていただきたいと思います。 

 何か一言挨拶をしろというふうに言われておりますものですから、一

言だけご挨拶を差し上げたいと思いますけれども、先だって私自分の研

究の関係でアメリカのニューヨークとかボストン、あるいはヨーロッパ

のコペンハーゲン、こういった町を回るチャンスがございまして、向こ

うの大学の関係者や、あるいは特に都市計画関係の行政の方々といろい

ろ意見交換をする機会がございました。そうした折に、こうした都市は

いずれも沿岸部にあり、一言で言うとレジリエンスということを大変に

強く強調していました。 

 ご承知のとおり、気候変動があり、またそれに伴う海面上昇等が懸念

される中でハリケーンが襲来したり、ということもあって、そうしたさ

まざまな災害に強い町のつくり方、それをレジリエンスという言葉の中

で今後のまちづくりにとって大変大きな課題なのだということを口をそ

ろえておっしゃったのですね。 

 そうした中で、レジリエンスといえば日本じゃないかと、日本は度重

なる自然災害に常に立ち向かいながら、その都度力強く復興してきた。

それを自分たちは学びたいのだけれども、いかんせん情報が非常に限定

的である、もっといろんな情報を発信して欲しい、こういったことを口

をそろえておっしゃっていました。 

 今回のこの復興祈念公園、まさに日本が大きな災害から復興していく、

特に福島を含めた東北３県が復興していく姿を世界に発信していくとい

う、そういった意味合いも非常に強く持っているのではないかというふ

うに思っております。ですので、この復興祈念公園は、もちろん言うま
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でもなく被災された地域の方々あるいは福島県の方々のためのものであ

るということは論を待ちませんけれども、それとともにこれは日本が、

さらには世界がこうした大きな災害から復興していく姿を共有していく

といったような、そういう性格も持つものではないかというふうに思っ

ております。 

 少し大きなことを申し上げるようでございますけれども、我々は、そ

うしたさまざまな観点からの期待に応えるべくぜひとも充実した議論の

末に少しでもよりよいものをつくってまいりたいというふうに思います

ので、どうか活発なご議論をお願いしたいと存じます。よろしくお願い

します。 

 

５．議事の公開について 

 

【横張真委員長】 

 それでは、お手元に次第がございますけれども、今４番までが終わり

ましたので、５番目の議事の公開について事務局よりご説明をお願いし

たいと存じます。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 それでは、資料１の最終ページ、議事の公開について（案）をごらん

ください。当会議は、原則として公開で行うことで進めてまいりたいと

思います。ただし、カメラ撮影は冒頭までとさせていただきたいと考え

ております。議事録については、後日東北地方整備局ホームページにお

いて、当日の配付資料とあわせて公開を行うこととしたいと考えており

ます。 

 この２点を原則といたしますが、例外として３点目を定めたいと考え

ております。ただし、会議又は議事録の公開により、当事者の利益又は

公共の利益を害するおそれがあると考えられるときは、その理由を明ら

かにした上で、会議又は議事録の全部又は一部を非公開にすることがで

きるものとすると定めたいと考えております。 

 以上でございます。 
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【横張真委員長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明に対しましてご意見ないしはご質問がご

ざいましたらお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（「なし」の声） 

 

【横張真委員長】 

 ありがとうございます。 

 では、事務局から説明のあった原案のような考え方で進めるというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声） 

 

【横張真委員長】 

 ありがとうございます。では、そのように進めさせていただきたいと

思います。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 承知いたしました。では、そのように対応いたします。 

 それでは、これからは議事に入りますので、ただいまからカメラ撮影

をご遠慮いただきますようご協力をお願い申し上げます。 

 

６．議事 

 （１）復興祈念公園の検討状況及び周辺地域の状況 

 （２）本委員会における論点 

 （３）今後のスケジュール 

 

【横張真委員長】 

 それでは、議事に入ってまいりたいと思います。次第の６番になりま

す。まず、（１）ですが、復興祈念公園の検討状況及び周辺地域の状況に
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ついて、事務局より資料のご説明をいただき、その後委員の皆様からご

意見をいただきたいと思います。 

 では、まず資料の説明をお願いいたします。 

【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 ご説明申し上げます。この議事の１でございますけれども、資料２か

ら資料６を使ってご説明を申し上げたいと思います。それぞれの機関に

おいてご説明を申し上げさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、資料２のご説明を申し上げます。まず資料２、国における

復興祈念公園に関する検討経緯でございます。大きくポイントは２つご

ざいまして、１つ目でございます。平成23年度の国の欄をごらんくださ

い。震災復興祈念公園基本構想検討会というものがございます。平成23年

度に国で、涌井先生を委員長として、そして横張先生、舟引先生も委員

にお入りになられていらっしゃいますが、この検討会を設けて震災復興

祈念公園の国としてのあり方を取りまとめたところでございます。これ

がもとになりまして、その後のそれぞれの地区における、自治体におけ

る検討がなされてきたという経緯がございます。 

 そして、2点目でございます。平成25から27年度迄の、岩手県、宮城県

の欄をご覧ください。各年度に基本構想、基本計画、基本設計の検討が

進められてまいりました。平成28年度は、福島県における復興祈念公園

の基本構想に至っているところでございます。このようにほかの県では

25年度に検討が始まりましたが、それと同じような段階に福島県におけ

る復興祈念公園の基本構想の検討があるとお捉えいただければと存じま

す。 

 以上で資料２の説明を終わらせていただきます。 

 それでは、資料３は福島県にお願いします。 

【諏江福島県土木部まちづくり推進課長】 

 福島県まちづくり推進課長の諏江と申します。私からは、福島県にお

ける検討経緯について説明させていただきます。座って失礼します。 

 資料３をごらんください。初めに、復興祈念公園の候補地についてで
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ありますが、県では昨年４月27日に第39回新生ふくしま復興推進本部会

議において、公園候補地を双葉・浪江両町にまたがるエリア、中野・両

竹地区に決定いたしました。 

 続いて、県では昨年10月に学識者７名と双葉・浪江両町長及び福島県

土木部長から成る福島県における復興祈念公園のあり方検討有識者会議

を立ち上げ、住民意見発表会等で双葉・浪江両町の方々から直接意見を

伺うとともに委員による現地調査を行いながら４回にわたる会議での議

論を経て提言書を取りまとめさせていただきました。 

 その後、有識者会議で取りまとめた提言書についてパブリックコメン

トを実施し、広く県民からの意見を確認した上で、本年６月15日の第53回

新生ふくしま復興推進本部会議で、県として提言書を決定し、６月17日

に福島県知事より復興大臣へ提言書を提出させていただきました。 

 裏面２ページをごらんください。県では、８月29日の第58回新生ふく

しま復興推進本部会議において、アーカイブ拠点施設の候補地を双葉町

中野地区に決定することとあわせ、（仮称）国営追悼・祈念施設を浪江町

へ設置することについて国へ要望することを決定し、去る９月14日に復

興庁及び国土交通省へ要望書を提出させていただいております。 

 ３ページをごらん願います。次に、「福島県における復興祈念公園のあ

り方【基本構想への県提言】」骨子について説明させていただきます。提

言は、まず前文、次に本文となる「福島県における復興祈念公園のあり

方」、そして「終わりに」で構成されております。 

 前文では、福島県における被災の状況などに加え、公園のあり方とし

て求められるものを提言するものである旨の記載をしております。本文

の福島県における復興祈念公園のあり方は４つの柱から成っており、１

つ目の柱として、「東日本大震災で犠牲となったすべての生命への追悼と

鎮魂」、２つ目として「ふくしまへの想いを育む」、３つ目として「ふく

しまの被災の経験を将来につなげる」、４つ目として「復興へ向けて取り

組むふくしまの姿を国内外へ示す」としております。 

 「終わりに」では、１つ目の丸の最後の部分ですが、復興の状況に応

じて柔軟に公園づくりを行っていくことや、２つ目の丸の中ごろの多様
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な主体と合意形成を図りながら連携していくことが求められるとしてお

り、最後に、世界から注目される本公園とともに、世界のモデルとなる

地域を築き上げ、ふくしまの新しい姿やその軌跡を発信していくことが

期待されると結んでいるところであります。 

 なお、県提言の詳細な内容につきましては、参考資料４として添付し

ております。 

 また、次の議題である本委員会における論点の資料の中で一部引用し

ながら詳細な説明がありますので、ここでは割愛させていただきます。 

 私からの説明は以上です。 

【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 ありがとうございました。 

 それでは、資料４、資料５、これは浪江町、双葉町の両町長にご説明

をお願いさせていただきたいと存じます。 

 それでは、資料４についての説明を、双葉町長、どうぞよろしくお願

いいたします。 

【伊澤史朗行政委員】 

 双葉町の伊澤でございます。それでは、資料４の双葉町復興まちづく

り計画の概要、平成28年９月、福島県双葉町という資料の１ページをお

開きいただきたいと思います。 

 まず、双葉町復興まちづくり計画（第一次）、これは平成25年６月に策

定をしてございます。その後、双葉町復興まちづくり長期ビジョンを平

成27年３月に策定をしております。ほかの被災自治体と双葉町の大きく

違うところは、４％の避難指示解除準備区域、96％がいまだに帰還困難

区域であるということでございます。そんな中で、本年３月に４％の避

難指示解除準備区域で除染が終了しまして、その４％の避難指示解除準

備区域を復興の拠点というところで位置づけているところでございます。

その４％の中にあります両竹・浜野地区が今回の復興祈念公園の候補予

定地になっているところであります。 

 その中で一番申し上げたいところは、この津波で甚大な被害があった

浪江地区の請戸、そして双葉の両竹・中野というエリアは、馬場町長が
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よくおっしゃっておりますが、奇跡と悲劇ということで大変多くの人が

この津波によって被害で亡くなられた、尊い人命が亡くなったというこ

とが現実にあるわけでございます。そういった中で、浪江の町民、双葉

の町民が、こちらの３ページを開いていただきますと、双葉町復興まち

づくり長期ビジョン平成27年３月策定の中に、復興祈念公園のエリアに

は入っておりませんが、諏訪神社というところがございます。先ほどの

県の資料３のほうを見ていただくとわかりやすいのですが、資料３の１

ページの略図があります。こちらのほうに諏訪神社というふうな四角の

囲い込みで書いてあるところでございます。こちらが復興祈念公園のエ

リア外ではありますが、浪江町、双葉町の住民が津波から逃れた約20か

ら30ｍの高台であり、そちらに避難をして浪江、双葉両町の住民が約50名、

命が助かりました。また請戸小学校は今回全員うまく大平山というとこ

ろで避難をされて助かったという経緯がございます。その諏訪神社が浪

江の被災をしている請戸小学校、そしてこの資料３の下にありますマリ

ーンハウスふたば、こちらは双葉海水浴場、快水浴場百選に選ばれてい

る福島県では唯一の海水浴場でありますが、こちらの３階建ての建物の

３階にまさに隣に住んでいた家の方が駆け上がって、津波から逃れ、人

命が助かったと、そういうふうな、まさに震災遺構としても価値のある

ような建物になります。そういったものがこちらの諏訪神社から両方が

眺めることができるということでこちらの復興祈念公園には、このエリ

アには入ってございませんが、この高台を利用するということと、そち

らに行く遊歩道、いわゆる上がっていくような道路を整備されるという

ことを強く前の委員会のときにも話をさせていただいたのですが、ぜひ

そういったものにご配慮をいただければと思います。 

 そういったことで、双葉町に関しましては４％の避難指示解除準備区

域の除染のエリアでもまだ手つかずの状況になっているということもご

理解いただければと思います。 

 そして、前の委員会の中で、有識者の先生方にも現地視察、現場を見

ていただくということをしていただきましたが、今回も新たに入られた

委員の先生方がおられますので、ぜひ現地に足を運んでいただいて、そ
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の現場を見ていただくことがこの復興祈念公園のいろいろな取り組みに

ついて有効な考え方が出てくるのではないかというふうに考えておりま

す。 

 そういった中で、双葉町に関しましては先般の委員会の中でもありま

した復興祈念公園にはイノベーションコースト構想のアーカイブ施設と

いうのは絶対必要だと、その近接性というふうな価値を見出してという

ことで、今回８月に設置が決定されたということで、そういったことも

含めて連動して取り組みをしていくべきだというふうに思っております

し、資料２、にあるように岩手、宮城では平成25年に策定をされておる

基本構想が今回福島県に関しては28年度ということで、順次基本計画、

基本設計ということになっていくとは思っておりますが、福島県におか

れては岩手県と宮城県と少し状況が違うだろうと。津波と地震というだ

けではなくて、さらに原子力災害ということで、つくり方に関してはも

う少し検討が必要なのではないかというふうに思っているということと、

一番はそういった状況の祈念公園でありますが、岩手、宮城に関しまし

ては地元に戻ってきた住民の意見を聞きながらいろいろな実施設計も含

めて取り組んでいくというふうな話を伺っております。それは、一番大

切なことだと思いますが、福島県に関しましては浪江町にしましても、

双葉町にしましても住民が戻ってくるということは非常に厳しい状況の

中で今取り組みをしているわけです。そういった住民の意見を聞いて、

この復興祈念公園をつくるということは非常に大切ですけれども、まず

この復興祈念公園をいかに有効に全国民、いろいろな世界の人たちから

見学に来ていただくかということが大切でありますし、そういった意味

では今度の東京オリンピックに向けた取り組みというのが必ず必要なの

だろうと、そういった世界の皆さんが来られる、そして全国民が注目を

している中で、まず公園の整備を早急に進めるということと、そのタイ

ミングを逃してしまうと、この福島独自の復興祈念公園というのは余り

意味をなさないような施設になってしまう可能性があると、そういった

ことからぜひとも時間をかけてつくるということだけではなくて、まず

見切り発車というか、早い整備が必要ではないかと私は思っています。 
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 そういったことで、じっくりやるということと、スピーディーにやる

ということは矛盾をしますが、ぜひともその時期を考えた取り組みとい

うのを検討しなくてはならないでしょうし、段階を踏みながらやってい

くということになってしまうとどうしても時間がたってしまう。そうい

ったことではなくて、まず見切り発車ということも含めて取り組みを早

くするということをぜひ現場としてはお願いしたいと思います。 

【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 ありがとうございました。 

 それでは、浪江町長、どうぞよろしくお願いいたします。 

【馬場有行政委員】 

 それでは、資料５により説明させていただきます。 

 まず、１ページですけれども、私どもの、これは区域再編図でありま

す。もともと浪江町は町民２万1,000人が住んでおりまして、現在は原発

事故によってこのように３つの区域、特に帰還困難区域、ピンクで示さ

れていますけれども、私どもの町土の80％が帰還困難区域になっており

ます。 

 震災前は、この帰還困難区域の中には２万1,000人のうちの4,500人が

住んでおられました。それ以外の避難指示解除準備区域、居住制限区域

には１万6,500人の方が居住しておったということであります。私どもは、

政府が示している平成29年３月の指示解除を目標に現在インフラの復旧

等を進めておる状況でございます。 

 それから、２ページです。これは復興の理念ということで、私どもの

復興計画、第一次計画でありますけれども、平成24年の10月に策定いた

しまして、現在第二次計画の改訂の作業中であります。今年度中に第二

次計画を策定する運びになっております。 

 原発事故による災害は、非常に解決が困難であるということです。平

穏な日常が奪われ、放射線の健康不安、そして不十分な住環境、避難先

での課題が山積みしておりまして、ふるさとの道路や建物などをつくり

直すという、今までの考え方だけでは十分な復興にはならないというふ

うに思っています。このような状況の中で、私どもは復興計画の中で「み
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んなでともに乗り越えよう 私たちの再生に向けて～未来につなぐ復興

への想い～」という理念を掲げまして、今回の災害に対しては町単独で

はなくて、我が国全体で乗り越えて、克服して一人一人多様な考え方に

応じた復興を実現して子供たちの心のふるさとである浪江町を未来につ

ないでいきたいという思いでこの復興の基本方針もこのように掲げたと

ころであります。 

 次に、３ページをお願いいたします。避難指示解除準備区域の中でも

居住制限区域の２つの区域の中でも低線量のエリアを復興拠点といたし

まして、先行整備をして、そこを足がかりにして、段階的に整備地域を

西側のほう、先ほど見た赤色のところ、帰還困難区域のほうに拡大して

いくということを計画しております。この指示解除に向けては、先ほど

申し上げたように急ピッチで今進めております。 

 現在の復興祈念公園の候補地は先ほど双葉町長からご説明がありまし

たように私どもの町と、それから双葉町両町にまたがって復興祈念公園

をつくっていくということで、この図では緑色とピンクの色のところを

ごらんいただきたいと思います。 

 復興まちづくりの復興拠点の現状でありますけれども、このとおり今

住まいについては災害公営住宅、福島再生賃貸住宅、それから防災集団

移転、津波で亡くなった方、流失して家屋がありませんので、そこに防

災集団移転をつくってまいります。 

 生活の場は浪江東中学校というのがあったのですが、私どもは小学校

が６校、中学校が３校ありました。この中で、一番線量の低いところ、

ここに小学校、中学校、一貫教育を目指しながら、浪江東中学校を利用

していこうということで、今認定こども園を併設した形の中で準備を進

めてまいりたいと思っています。 

 浪江町役場の本庁の隣に仮設の診療所を設けてまいります。それから、

その敷地内に仮設の商業施設、これは来月の下旬にオープンする形にな

っています。 

 それから、働く場所と交流の場所、これを交流情報発信拠点の新設と

いう、国土交通省の東北地方整備局さんのほうに大変お世話になって道
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の駅を建設していきたいと計画しております。それから産業団地、イノ

ベーションコースト構想、これはロボットテストフィールドの滑走路を

つくるということで今進捗をしておる状況です。それから、交流の場所

に復興祈念公園ですね。アーカイブ施設については、双葉町につくって

いただいて、私どもと協調しながらやっていきたいと。特に復興祈念公

園のそばには、パークゴルフ場、フラワーロードを今計画しているとこ

ろであります。 

 次のページです。これ鳥瞰図で、やっぱり小さくて見づらいとは思い

ますが、これは海側から見た鳥瞰図であります。左手前に復興祈念公園

の候補地があります。津波被災地である海の近くになると青丸で示して

おりますように構想段階の事業あるいは実施設計段階の事業が多くなっ

ています。先ほど申し上げたように風力発電であるとか、パークゴルフ

場であるとか、先ほど双葉の町長さんから話が出たような、遺構に残す

かどうかという問題もありますが、請戸小学校とか、そういうような施

設があります。 

 最後の６ページです。先ほど双葉の町長さんから話されましたように、

この復興祈念公園のエリアというのは奇跡と悲劇が起きたところです。

私ども請戸小学校の生徒は、毎回津波災害に備えまして訓練をしていま

した。もちろんハザードマップもつくっておりまして、3.11の津波が来

るという状況の中で、その訓練を生かして１km先の大平山という小さな

丘があるのですが、そこに避難して生徒数が70名、そして引率の先生含

めて100名の方々が助かったということです。実質私ども津波で亡くなっ

た方が182名おります。震災前は1,400人から1,500人お住まいになってい

た場所で、そこで１割強の方が亡くなったというのは非常に残念ですけ

れども、ただ助かったものも出てまいりました。 

 しかし、残念ながら悲劇というのは、私ども３月12日の早朝に政府の

10km避難指示が出ました。次の日の朝、捜索活動をして助けられる命が

ありました、屋根の上に上って「助けてくれ」という方がおり、３月11日

の午後10時半まで災害対策やっていましたが、余震があり、増水はして

くる、二次被害になったのではだめだと、もうこれ以上、真っ暗だしで
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きないということで、次の日の朝、３月12日に捜索活動を再開しようと

いうことで、残念ながらそこで打ち切ったのです。ところが、日が明け

た５時44分です、３月12日の。政府のほうから10kmの外に出てくれとい

う話になって、私どもは泣き泣き後退したわけです。そういう状況で、

助けられた命も助けられなかったという悲劇が起きたわけです。 

 これは、委員の皆さんにも胸に置いていただきたいと思うのですけれ

ども、捜索活動を再開したのは2011年の４月14日です。したがって、も

う１カ月以上もおかれているわけです。そうすると遺体は腐乱している

わけです。私も随分と町民の方の遺骨を見ましたけれども、全く身元不

明でわからない。わかったのは衣服に残っている免許証とか、あるいは

体に身につけていた指輪とか、布きれとか、そういうもので判明してい

った状況なのです。私どもは、そこに非常にやりきれないところがある

と。 

 そういう場所にこの復興祈念公園をつくるということの意義は、先ほ

どありました追悼と鎮魂の場所。そして、これから復興していくと思い

ます。奇跡でああいう子供も助かったのだと、全生徒助かりましたから。

助かったという奇跡が起きたのです。やっぱりそれを強調してまいりた

いなというふうに思っています。 

 以上です。 

【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 町長、どうもありがとうございました。 

 それでは、最後、資料６についてご説明申し上げます。資料６でござ

いますが、福島県の復興祈念公園予定地の広域的な立地特性です。１ペ

ージですが、復興祈念公園を岩手、宮城、福島の３県に１つずつつくる

ということになってございます。各公園はそれぞれの特性がございます。

その地域特性と被災状況の特性についてご説明申し上げます。 

 ご承知のとおりでございますが、岩手県、そして宮城県の北部はリア

ス式海岸でございまして、こちらリアス式海岸であるという特性から津

波の最大浸水深が非常に大きかった、津波のパワーが大きかったという

特徴がございます。そして、宮城県の石巻以南でございますが、仙台平



 

- 19 - 

野、松島湾を挟んで北部と南部に沖積低地が広がっており、平野に津波

が押し寄せてきた。その影響で浸水面積が大きいという特徴がございま

す。右のほうの被災状況の図をご覧頂きますと緑で囲んだところ、これ

が宮城県の浸水面積の大きさを示してございます。そしてまた、右のほ

うの最大浸水深のところ、オレンジで囲んだところでございますが、岩

手県、宮城県の北部では津波の最大浸水深が20ｍを超えるなど非常に大

きいところがございます。 

 そして、福島は丘陵と台地の地形でございます。またそれらに挟まれ

る沖積低地、宮城県の沖積低地ほど大きくないのですが、低地が存在し

ているところです。よって、最大浸水深、浸水面積ともそれぞれ最大の

岩手、宮城と比べて大きくはないのですけれども、その中間ぐらいには

位置をしているという状況にございました。 

 そして、これらの地形と被災の現状を受けて、の岩手県、宮城県の復

興祈念公園のデザインが行われているということを触れさせていただき

たいと存じます。 

 まず、高田松原復興祈念公園。これはリアス式海岸に位置する公園と

して、津波の被害が非常に大きかったと、津波が強かったというところ

がございますので、津波が来襲した方向、そして内陸まで深く遡上した

気仙川の上流方向を一つの大きな軸線と捉えてデザインしてございます。

これが左下の空間構成の基本的考え方の赤い軸線になります。そして、

それと直交するように白い円弧がございます。こちらが、津波が来襲し

た後の海岸線、汀線になります。ここに当時の道の駅あるいは集合住宅

などが存在しており、これらが震災遺構として考えられているものでご

ざいます。この２つをポイントとしてデザインが行われているというと

ころでございます。 

 また、宮城石巻復興祈念公園は、先ほど申しましたように平野部が一

面に津波に覆われ浸水面積が非常に大きいということで、面的な特徴に

注目して、左下の「追悼と伝承」、「街の記憶」、「土地の履歴」と、３つ

のレイヤーを設定しました。一番下のレイヤーを「土地の履歴」として

昔の自然の地形を活用しました。もともとここは湿地でした。そして、「街
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の記憶」のレイヤーとして、そこに昭和30年代以降、街が埋め立てなど

によって形成されてきたことを活用しています。そして、その場所が津

波に襲われ「追悼と伝承」の空間になるということでそれを最後のレイ

ヤーとしています。それを右のイメージパースのように、「土地の履歴」

を池という形で再現し、また「街の記憶」をもともとの街路を園路とし

て残していくことで表しています。ここは被災後の3.11の際には、地域

住民の方々が、もともと住宅があったようなところで花を手向けている

という活動などもあります、「追悼と伝承」の活動ができるように設計を

しているところです。「追悼と伝承」のレイヤーとして、追悼・鎮魂の空

間となるように追悼の広場などを設ける設計にしているところでござい

ます。このように立地、そして被害の状況に応じて復興祈念公園のデザ

インがなされてきたという経緯がございます。 

 福島ではどのような状況なのかというところ、立地特性を簡単にご説

明させていただきます。大きく３点ございます。まずは、（１）のところ

でございますが、浸水区域の状況でございます。まず一点目、福島県の

沿岸北部から中部にかけては津波による浸水面積が大きく、震源に近い

地域に浸水の被害が集まっているという状況です。具体的に申しますと

新地から浪江にかけまして浸水面積や、あるいは津波による直接的な被

害などで亡くなられた方などが多くなっているというような状況でござ

います。 

 また２点目、（２）で対応しているところでございますが、震災関連死

のと言われている死者数が直接的な被害による死者数を上回っていると

いうような状況がございます。図１のグラフをご覧ください。濃い青の

部分がいわゆる震災関連死と言われるものですが、この部分が半分を上

回っております。また、行政人口に対する死者・行方不明者の割合が２

％を上回っているようなところ、これが富岡、双葉、浪江と、福島県沿

岸部の中部に分布しているというところでございます。 

 また、最後に3点目、予定地ございますけれども、現在住民の方が帰還

できるための環境整備が行われている避難指示解除準備区域にあるとい

う大きく３つの特徴があるというところをご説明申し上げました。 
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 以上、国、県の復興祈念公園の検討状況と、両町の現在のまちづくり

の状況、復興祈念公園予定地の広域的な立地特性に関してご説明を申し

上げました。どうもありがとうございました。 

【横張真委員長】 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきました資料に基づきまして、ご意

見をいただきたいと思うのですが、その前に１つだけ確認をさせていた

だきたいと思いますけれども、資料３としてご説明いただきました福島

県の設置要望にある要求というのは、これはあくまで福島県のお考えと

いう理解でよろしいのでしょうか。 

【諏江福島県土木部まちづくり推進課長】 

 はい、福島県としての要望でございます。場所につきましては、有識

者委員会の中で検討されていくものと理解しております。 

【横張真委員長】 

 ありがとうございます。 

 ということでございますので、それでは事務局からのご説明につきま

して皆様からご意見を頂戴したいというふうに思います。どの資料につ

いてでも結構でございますので、ご意見等をいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 はい。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 先ほど涌井委員が到着いたしましたので、紹介いたします。 

 東京都市大学環境学部教授の涌井史郎委員でございます。 

【涌井史郎委員】 

 遅れまして、誠に申し訳ございません。 

【横張真委員長】 

 それでは、引き続きまして、ただいまの資料等につきまして皆様方よ

りご意見を頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

【伊澤史朗行政委員】 
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 資料３の３ページになります。「福島県における復興祈念公園のあり方

【基本構想への県提言】」骨子ということで、その前文の下の「福島県に

おける復興祈念公園のあり方」で、この丸の２段目１行目からですが、「今

回の震災で失われたすべての生命へ想いを寄せ」ということで、これは

全て網羅しているわけなのですけれども、岩手、宮城の今回の祈念公園

のあり方と福島県が少し違うというのは、岩手、宮城に関しまして言わ

せていただければ、地震と津波で犠牲になられた。福島県の場合は、そ

れにプラス原子力災害ということで、先ほど浪江の馬場町長からありま

した、津波で亡くなられた命、それ以外にも助かっていただろうという

命が国の避難指示のために助けることができなかったという点、そして

今回、私もさきの委員会の中でもずっと話をさせていただいております

が、人の被害だけではなくて動物、家畜、そういったものの被害もあっ

たということです。それはなぜかといいますと、例えば家畜、これは原

子力災害の今回の避難のために放たれて野生化した動物がそのまま放れ

牛になって捕獲をされ、そしてそれが命を長らえることができればよか

ったのですが、殺処分というふうな非常に今回の災害の犠牲になったと

いう現状があります。そういったことで、家畜を含めた動物への追悼と

いうふうな想いというものも岩手、宮城とは少し違ったような観点があ

るのかなと考えておりますので、ぜひ今回の復興祈念公園の中の国営の

追悼施設の中にそういったものも岩手、宮城との差別化というか、そう

いった違いをはっきり出すべきではなかろうかと考えておりますので、

委員の皆さんにはその辺のご検討もしていただければと思います。 

【横張真委員長】 

 ありがとうございます。 

【阿部徹行政委員】 

 私もそこが気になって、「すべての命」に、果たして動物が入っている

のかと思って見ていたのですけれども、この資料６の最後から３ページ

目のところに、ここについては「東日本大震災により犠牲となったすべ

ての生命（いのち）への追悼と鎮魂の思いとともに」と書いてあって、

しかも先ほどの資料３のほうでは、伊澤町長が言われたところのもう一



 

- 23 - 

つ下の丸ですけれども、「震災で犠牲となった動物に対する慰霊も考慮す

る必要がある」ということが書いてあるので、ひょっとしたら上の丸は

「すべての生命」の中には、動物が入らずに人間だけを言っているのか

もしれないなとも思っています。 

【横張真委員長】 

 ありがとうございます。 

 ただいまのご意見につきまして、事務局から何かございますか。 

【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 ご意見どうもありがとうございました。 

 動物に関しましては、以前に、前年度の福島県の会議の中でも議論に

なったことは十分承知をしております。今回基本構想ということで、大

きな方向性を定めていく折、この有識者委員会のご検討の中で、ぜひご

議論いただきたいところではございます。事務局としては「すべての生

命」ということで、それぞれ地元で、追悼、鎮魂の対象に包含する必要

性があるということであれば、位置づけていければというふうに考えて

いるところではございます。 

 ですが、この議論の中で、有識者委員会の中でご議論いただくことだ

と思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。 

【横張真委員長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 １つ私のほうからもお伺いしたいと思うのですが、資料３番、２ペー

ジ目でアーカイブ拠点施設というのが、先ほどのお話にございましたけ

れども、双葉町のこの位置に、県として位置を決定したという、そうい

う理解でよろしいわけですね。 

【諏江福島県土木部まちづくり推進課長】 

 はい、そのとおりでございます。 

【横張真委員長】 

 それとの関係性を、空間的にどういうふうに関係させていくのかとい

うことについては、これは我々がこの場で検討するという、そういうこ
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とでよろしいわけですね。 

【諏江福島県土木部まちづくり推進課長】 

 はい、そうお願いしたいと思います。 

【横張真委員長】 

 ということだそうでございますが、よろしいですか。 

 

（「はい」の声） 

 

【横張真委員長】 

 では、ほかにいかがでしょうか、ご質問あるいはもちろんご意見も含

めてでも結構でございますが、何かございましたらお受けしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

【涌井史郎委員】 

 資料３のページ２の図の中で、復興祈念公園の候補地というところに

緑色の破線が引いてあるわけですけれども、その後ろ側にあります請戸

漁港からマリーンハウスふたばについて、それがいわゆる都市計画とし

て位置づけられるべきなのかどうかということは別問題として、ここも

空間的にはかなり重要な地域なので、一体となって計画をしていくとい

う必要性があるのではないかという気がするので、この取り扱いをしっ

かり議論するべきなのではないかというふうに考えるところであります。 

【横張真委員長】 

 ありがとうございました。 

 今涌井委員よりご指摘の点につきましては、事務局のほうではいかが

でしょうか。 

【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 海岸防災林あるいはもちろん防潮堤などもございます。関連事業とし

ては、災害復旧事業もあると理解しておりますので、こちらは関係の部

署ときちんと連携をとって検討を進めてまいりたいと思います。 

【横張真委員長】 

 今回公園の計画なのですけれども、公園というのが言ってみれば地図
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上できれいに線が引ける、そういうある土地のことを指すというふうに

考えるのか、もちろんどこかに土地はあるのだと思いますけれども、そ

の土地を含めたある種のシステムとしてその周辺のさまざまな復興とを

関連づけるものとして考えていくのか、その辺の整理はどういうふうに

したらよろしいでしょうか。 

【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 論点の中にも示させていただいているところではございますが、その

公園という区域が一つ、これは都市公園として復興祈念公園は位置づけ

ていくものだと思います。その周りにさまざまな震災遺構として、双葉

町、浪江町がご検討されているようなものがあるとお伺いしております

ので、それらとの連携を図って、あるいはまちづくりとも連携していき

つつ、例えば、この地域を巡るための何らかの考え方や方向性など、こ

の公園を拠点の一つとしてどのようにこの地域で追悼、鎮魂、そして伝

承発信などの役割を実現していくのかということを考えてまいりたいと

思います。 

 ですので、周辺の復興の動きときちんと連携をとって進めていくとい

うことでご理解いただければと思います。 

【涌井史郎委員】 

 今事務局のほうからお話がございましたように、また同時に先ほど伊

澤委員からもお話がありましたように、やっぱりこの地域については原

子力災害という問題を抜きにしては語れない、そういういわば文脈の後

ろ側にある事実というものをしっかり踏まえながら地域一帯として公園

的なシステム、公園的な土地利用、そういうものを委員長がおっしゃっ

たように明示していくということが将来にとっては大変意味のあること

だろうと思います。 

 例えばアーカイブセンターを空間的にどう位置づけるのかということ

も含めて全体的な議論にしていく、これが先ほどお話があった、私も実

は陸前高田と石巻南浜に関連して委員を務めておる立場から申し上げて

も、そこが実はこの福島の復興祈念公園の重要な特性を生み出す大きな

ポイントだというふうに考えているもので、従来の公園の考え方を少し
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ジャンプして、もう少し全体的にこれを検討するというようなことで、

県におかれても、国におかれてもそうしたことについて前向きであって

ほしいというお願いをしたいと思います。 

【横張真委員長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

【伊澤史朗行政委員】 

 先ほどの周辺地域の状況ということで話をさせていただいて、再度お

話をさせていただきたいのは、この復興祈念公園のエリア外にあります

諏訪神社の位置づけですね、こちらは浪江、双葉両町の住民が津波から

逃れて一晩約50名の方が助かったという、ある意味奇跡の場所です。そ

こから、先ほど奇しくも涌井委員からお話がありました請戸小学校、双

葉町のマリーンハウスふたば、こちらが眺望できる場所なのです。そう

いったようなものを立派な展望施設をつくれということではなくて、眺

望を活用しない手はないだろうと。そういったようないろいろな人が災

害から助かった昔の人たちの知恵が、奇跡を起こしたという事象でござ

いますから、そういうものもうまく取り込んだ復興祈念公園のあり方と

いうか、地域というか、復興祈念公園のエリアだけではなくて、そこか

ら外れたポイントでもそこをうまく関連づけて、そういうふうないわゆ

るストーリーをつくるということも必要なのだろうと思っていますので、

委員の皆さんにご検討いただければと思います。 

【横張真委員長】 

 ありがとうございます。 

 今涌井委員及び伊澤町長及び私も申し上げた点、いずれもが公園とい

う施設をつくるということが当然私どものミッションの根幹にあるわけ

でございますけれども、同時に公園という施設は単にその施設の線の内

側で完結するものではなくて、周辺部における復興まちづくり、これと

有機的に関連するものとして計画されていくべきなのではないかなと、

こういうご意見というふうに承りたいと思います。 

 そうした中では、特に今ご指摘いただきました諏訪神社、あるいは請
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戸の小学校、そしてまたマリーンハウスふたばと、こういったものがそ

うした中にちりばめられ、それが公園という施設とつながっていくとい

うことになるのかなというふうに思います。 

【長林久夫委員】 

 岩手県と宮城県の復興祈念公園の施設の考え方なのですが、国営の追

悼・祈念施設、それから周辺の鳥瞰のイメージ、周辺地域との関連とい

うのはよく理解できるのですが、追悼の施設は本当に追悼と祈念の施設

だけのものなのか、我々が今ここで検討している中で、基本構想の中で

はもっと住民の生活であるとか、それから今まで言われた原子力災害か

らの避難の経過であるとか、これはアーカイブセンターとの関連もござ

いますが、そういうものも含めたような展示、いわゆる勉強の場になる

ようなところも思いを寄せるという意味では非常に重要なのです。そう

いう構造物との関連というのは、岩手と宮城の施設の中に入っておるの

でしょうか。 

【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 参考資料の３をご覧頂けますでしょうか。これとあわせてご説明させ

ていただきたいのですが、参考資料の３は国営追悼・祈念施設の設置に

関する閣議決定でございまして、この閣議決定によって追悼・祈念施設

の事業化がなされているところでございます。ここの目的に追悼と鎮魂、

伝承、そして意志の発信が位置づけられており、国営追悼・祈念施設の

目的が整理されているところでございます。 

 この中に伝承と発信の考え方も当然あるところでございまして、基本

的には丘と森と広場が中心となって、そしてもちろんそれに附随するよ

うな施設もございますが、そういうものを組み合わせつつ、この３つの

目的を担保していくというものになってございます。 

 【長林久夫委員】 

 今後の検討の中で、我々がここで論議したことを盛り込む余地はある

と考えてよろしいのですね。 

【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 もちろんです。 
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【横張真委員長】 

 では、この後また本委員会における論点という本日の多分一番のメー

ンとなります議題がございますので、また必要に応じまして、今ご紹介

いただいた資料等にも戻っていただいてもちろん結構でございますので、

時間もございますので、次の論点にまいりたいと思います。 

 今申しましたように、（２）番になりますけれども、本委員会における

論点ということで、これにつきましてまた事務局より資料のご説明をお

願いしたいと存じます。 

【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 それでは、資料７の本委員会における論点、こちらのほうをご説明申

し上げます。 

 おめくりいただきまして、１ページ目でございます。先ほど参考資料

３の閣議決定のところで少し触れさせていただきましたが、国営追悼・

祈念施設、そして復興祈念公園の目的といたしまして追悼と鎮魂、伝承、

発信というこの大きな３点、これが平成23年度に国としての復興祈念公

園のあり方を検討する場、先ほど資料２のほうで触れさせていただきま

したが、で整理をされたところでございます。これをもとに今回は福島

県で復興祈念公園を整備するに当たり、特に何に注力をして進めていく

べきかということをご議論いただきたいと存じまして、このようなまと

め方をさせていただいているところでございます。 

 そして、３ページでございます。まず、追悼と鎮魂の場としてどうあ

るべきかというところでございます。昨年度基本構想への県提言を福島

県のほうでご検討いただきまして、その提言をまとめていく中で有識者

会議や住民意見発表会で色々な意見がございました。四角書きの（１）

の下のところ、犠牲者への追悼と鎮魂の中核的な場所ということで、追

悼と鎮魂についても対応していくべきではないかということが述べられ

ているところでございます。 

 そして、４ページ目でございますけれども、東日本大震災における福

島県の被害状況、これは先ほど資料６でも触れさせていただきましたが、

津波による浸水状況です。浸水状況、人的被害の状況など津波被害に関
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しましては福島県沿岸部北部のほうが大きい状態でございます。 

 そして、５ページでございますけれども、福島県におきましては、左

の下、図２をご覧頂きたいと存じますが、岩手県、宮城県と比べて福島

県は震災関連死の方の割合が６割と、岩手、宮城と比べて非常に多くな

っているという特徴がございます。 

 そして、６ページでございますけれども、このような状況を踏まえま

して、この追悼と鎮魂の場としてどうあるべきか、福島県で特に重要と

考えられる検討事項といたしましては、この四角の緑の部分、災害の直

接的な被害で亡くなられた方々のみならず、避難所等への移動中の肉体・

精神的疲労などにより亡くなられた震災関連死とされた方々、これもき

ちんと考えて追悼と鎮魂を行うことのできる場とすべきではないかとい

うことを提案させていただきたいと存じます。 

 その次、２点目の伝承の場でございます。こちらに関しまして、基本

構想における県提言の中では、大きく２つ、述べられてございます。ま

ず２番目、「ふくしまへの想いを育む」というところでございます。心な

らずも故郷へ戻れない方々がいらっしゃるということで、この復興祈念

公園に来ることによって、心の拠り所となるような場所、そしてふくし

まへの想いを育む場、このような場所、こういうものが大切ではないか

というご意見がございました。 

 そして、もう一つは、３点目でございますけれども、「ふくしまの被災

の経験を将来につなげる」ということで、未来へ継承し続けていく、こ

ういうことが述べられていたところでございます。 

 そして、９ページでございます。避難の状況、避難先等における地域

住民の方々の取り組みというところでございます。全町、全村避難とな

っている５つの自治体ございますが、この住民による避難の状況でござ

います。図５をごらんください。こちら、丸の大きさが避難されている

数を表しておりますが、いわき、郡山、福島市が多いですが、全県に広

がっているということがわかります。また、青い四角囲みの一番下の部

分でございますが、県内では4.3万人、そして県外でも1.6万人と、県外

にも避難されている方がいらっしゃる状況でございます。 
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 また、10ページでございますけれども、ふるさとの伝統行事の伝承が

現在いろんな場所で進められているということ、例えば左上の大きなダ

ルマがございますが、いわき市内の仮設住宅で双葉町のダルマ市が開催

されているところです。また、前沢女宝財踊がいわき市の住宅でも行わ

れているということや、福島市内の仮設住宅でも浪江の請戸地区の田植

踊が行われていること。が、南相馬市、等で行われている相馬野馬追で

ございますが、これに参加する方々の出陣式が福島市でも行われている

というような状況でございます。このように避難先及び避難地区におい

て地元の伝統行事が継続して行われているところでございます。 

 また、11ページでございますけれども、先ほど少し回答の中でも触れ

させていただきましたが、公園の予定地周辺の震災遺構等の状況でござ

います。浪江町長、そして双葉町長にご指摘をいただいております請戸

小学校やマリーンハウスふたば、このような津波による被災を示すよう

な建物が現在も沿岸部にあるというところでございます。 

 このような状況を踏まえ、後世への伝承の場としてどうあるべきかと

いうところ、これに関して福島県で特に重要と考えられる検討事項とい

たしましては、震災の記憶と教訓の後世への伝承の場のみならず、ふる

さとの記憶を想起し、心の拠り所となる場とすべきではないかというこ

とを挙げさせていただいているところでございます。 

 最後、３点目でございます。国内外に向けた復興に対する強い意志の

発信の場としてどうあるべきかというところでございます。これに関し

ましては14ページ、福島県の検討の中では、再掲でございますけれども、

強い意志の発信といたしまして「ふくしまへの想いを育む」場となるこ

と。そして４番目でございます。「復興へ向けて取り組むふくしまの姿を

国内外へ示す」ということで、この公園を整備することが地域再生のさ

きがけや象徴となっていくということを挙げているところでございます。 

 15ページ目でございますけれども、現在復興祈念公園の候補地の周辺

における状況でございます。大きく２点ございます。１点目、①でござ

いますが、両町長のご説明の中にもございましたように、双葉町であれ

ば中野地区の復興拠点、そして浪江町であればロボットテストフィール
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ドのような産業の拠点、このような整備が検討されているというところ

でございます。また、２点目でございますけれども、両町の復興まちづ

くりの計画が段階的に進められてきており、そして、その復興まちづく

りの計画も第２期の検討が進められているところもある状況でございま

す。このような両町のまちづくりと軌を一にしてきちんと連携を図りつ

つ、行っていくということも必要と考えているところでございます。 

 このような状況を踏まえまして、最後、16ページでございますが、福

島県の復興祈念公園として重要と考える検討事項といたしましてこの緑

色の、地域再生のさきがけとなるよう、強い意志を発信し続ける場とす

べきではないかということを挙げさせて頂いております。 

 このような論点、検討の方向性を設定して、今後基本構想の骨子など

を考えていくということはいかがでしょうかということを今回はご提示

させていただいてございます。ぜひこの緑色の四角についてご議論をい

ただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【横張真委員長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきました資料７に基づきまして、本

委員会での論点について皆様方よりご意見あるいはご質問を頂戴したい

と思います。 

【阿部徹行政委員】 

 論点①ですけれども、先ほど伊澤町長さんの原発災害で緊急避難のた

めに動物が自宅に取り残されて死んでしまったり、安楽死をさせられた

という話がございますので、これは直接的な被害と、間接被害での関連

死の方々だけになっていますけれども、やはり動物も入れた形で、これ

を追悼と鎮魂と言うのか、慰霊と言うのかわかりませんけれども、この

中に入れて「すべての生命」というのは、先ほど伊澤町長さんが言われ

たようなことも含めて「すべての生命」というふうに読み取るべきでは

ないかと思います。 

【横張真委員長】 

 いかがですか。 
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【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 ご意見があることを踏まえつつ、その「すべての生命」の中にどのよ

うに動物というものを盛り込んでいくのか、ぜひこの場でご議論いただ

きつつ、最終的にはそれのご議論を踏まえて考えていきたいと思います。 

【横張真委員長】 

 ありがとうございました。 

【馬場有行政委員】 

 ５ページです。この中で、論点の（２）の②番、福島県が突出して災

害関連死の死者数が多いという表現なのですけれども、この関連死が多

い理由が言及されていないのです。これは、やはり原子力発電事故によ

って、広域的避難を強いられて５年６カ月も経過したわけでありますが、

その中で仮設住宅あるいは借り上げ住宅の中で非常に悶々とした生活を

しながら生活をしていて、体が弱ってきているのです。特に要支援、要

介護１、２の方がもう３、４に上のランクづけとなりました。非常に健

康管理が問題になってきているわけです。それが理由なのです、この関

連死が多いというのは。そういう状況の中ですから、理由について言及

していただきたいということです。これを基本構想に入れるべきかなと

いうことです。 

 それから、次のページは５ページと同じく関連死の理由をはっきりと

記載していない。これも今申し上げた体調の悪化とか、過労などによっ

て死亡している状況なのです。これは、避難生活がもう長くなっている

ということですので、これをしっかりと踏まえた基本構想としていただ

きたいなということです。 

 それから、最後の15ページの表現の中で、復興については長期的に考

えるということは大切だというふうに思っています。何よりも大切なの

はやり遂げる、そういう意思。したがって、たとえ長い時間を要したと

しても美しいふるさとを取り戻すという強い意思がなくては、復興は進

展しないと考えています。そういった意味から、長期的というような単

純な表現ではなくて、たとえ長い時間は要したとしてもやり遂げるとい

った決意と覚悟、そういうものが見える基本構想であってほしいなとい
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うふうに思います。そういうことも見える復興祈念公園であってほしい

なと思っております。よろしくお願いいたします。 

【横張真委員長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

【伊澤史朗行政委員】 

 この15ページの論点③の国内外に向けた復興に対する強い意志の発信

の場ということで、当然強い意志を発信するべきですし、そうしなくて

はならないと思っていますが、やはり時間との勝負だと思うのです。先

ほども状況の説明の話のときにも申し上げましたけれども、やはり復興

祈念公園、アーカイブ拠点施設をいろいろな人たちに見てもらう時期と

いうものが非常に大切になってくるだろうと思っているのです。宮城や

岩手のように戻った住民の意見を聞きながらいろいろ整備計画も含めて

考えていくというのももちろん必要ですけれども、我々はこの原子力災

害というプラスアルファというか、その災害にプラスした部分の非常に

大きなものを抱えているわけですので、そういったものを、時間をきち

っと決めてこの復興祈念公園、アーカイブ施設も同時進行的に、全体的

に供用開始できるということは難しいと思いますけれども、一部供用開

始も含めて、私が先ほどから申し上げているようにこの次の東京オリン

ピック前に皆さんに見ていただけるような施設を立ち上げなくては意味

のないものになるであろうと。やはり世界に発信をするということは、

そういうふうな機会を捉えるということも時間の関係として考えなくて

はならないでしょうし、議論は当然し尽くさなければなりませんけれど

も、先ほど言いましたように先に具体的に進めていくということも含め

てこれは検討しなければ、せっかくの世界に発信する施設としてもった

いないなというふうに感じています。 

【横張真委員長】 

 ありがとうございます。 

 先ほどの馬場委員のお話、あるいは今の伊澤委員のお話も両方合わせ

ますと、一方では長期的にきっちりとやり遂げるということである一方、
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急ぐべきところは急ぐという２つの側面を同時に達成していく、そうし

た上では時間的な進行管理、いつまでに何をしていくのだといったこと

を明確にしながらこの計画を達成していくということが重要なのではな

いかと、そういうご意見というふうに２人のご意見合わせますと拝聴い

たした次第でございます。ぜひその辺事務局のほうでもご留意いただき

たいというふうに思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

【舟引敏明委員】 

 今の議論に追加です。震災が起きてから閣議決定するまではずっと私

が担当しておりましたので、その古い部分の経緯を少しご紹介したほう

がここまで来た流れがわかりやすいかなと思います。参考資料２をご覧

下さい。これは平成23年度に横張委員長も涌井先生も入って検討いただ

いたものです。最初に震災復興祈念公園というのは一体どういうものか

ということを議論した資料です。少し補足したいのが、１ページの一番

下の行、「この取り組みは、地域からの発意に基づき、あらゆる機会を通

じ、あらゆる場面で、あらゆる主体により行われる」と、これはこの震

災復興祈念公園ということだけでなく、今回被災をされた人たちの思い

を伝える行為というのはありとあらゆる主体によって行われると。これ

はどういうことかといいますと、私の個人的な経験ですが、阪神・淡路

大震災の後で約5,000人亡くなられたうち1,000人亡くなれた西宮市とい

うところに出向をしていまして、そこでやはり追悼の祈念碑をつくるこ

とになりまして、1,000人のお名前を刻んだ祈念碑をつくりました。よく

テレビに出てくるのは神戸市の東遊園地などですが、実はいろんなとこ

ろ、いろんな街、いろんな自治体単位それぞれのところでそれぞれ活動

がある、思いがあるということが基本的なベースではないだろうかとい

うこと。これが例えば宮城県、岩手県、福島県といった中で個々の自治

体、個々の地域のまとまりが復興のこういう追悼祈念をやるということ

を総合化して思いがみんな伝わるのだろうということです。ここまでが

最初の前提で、しかしこの２ページ目の一番下のところに書いてありま

すけれども、「「追悼・伝承」に関する国の役割と責務に鑑みれば」、こう
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した役割と深い取り組みの「かなめ」となる復興祈念公園の整備を国と

地域が連携をし、みんなの取り組みを一番上のレベルで集約するのがこ

の復興祈念公園であり、国の祈念施設であるというような整理をさせて

いただいて、ここにそれが続いてきています。 

 したがって、３ページの下のほうを見ますと今議論にありました復興

への力強いメッセージという言葉がありますので、やはり最大の役目は、

特に福島であれば復興の力強いメッセージ性というのが必要なので、ぜ

ひこの基本構想の委員会ではそういうメッセージをまずつくっていただ

きたい。特に福島としてのメッセージは何か、これはなかなか我々外部

の委員では必ずしも十分に把握できてないところでございますので、地

元のほうで何を最も上のレベルで発信するのだというようなことをお考

えいただきたいというのが１つです。 

 それから、少し戻りますが、前の２ページ目の２段目、さっき公園と

その周辺区域の関係の議論がありましたが、ここで考え方を言っていま

す。これまで追悼・伝承の場及びその機能は、その多くを公園が担って

きていると。広島の平和記念公園を考えていただければよくわかるので

すが、必ずしも周辺でやることを含めて考えるということは全く否定を

していませんので、先ほどの前段の議論というのはそのまま周辺も含め

て飲み込んでいただければいいのだろうなと思います。 

 広島の平和記念公園で８月６日に総理が来られる式典が開催されます。

私はちょうど震災が起きたときは、広島の国土交通省のセクションにい

たのですが、総理がスピーチされているときに我々は何をしているかと

いうと原爆ドームの裏側にある祈念碑の前で国土交通省の職員が集合し

て追悼式を行っています。なぜかというと、昔内務省の土木局というも

のが原爆ドームの中にあったのです。その時期、平和記念公園の中でも

場所ごとにさまざまな追悼のものが行われていますし、もちろん平和記

念公園の外でもたくさんいろんなことがあります。ただ、そういうばら

ばらなものをどこかで代表する機能がきちんとないといけないという思

いがここに込められています。その意味で、今年オバマ大統領が来られ

たというのは、一つの情報発信なりメッセージを伝えて受け取る場がそ
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こであったということにほかならないのではないかと思います。 

 そういう意味で、両町長がおっしゃったような強いメッセージを早い

段階で発信をして、そして事業につなげていくというのが必要なのでは

ないかと思います。 

【横張真委員長】 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまご紹介いただいた資料２の基本構想検討会につきましては、

涌井委員が座長を務めていただいたという経緯もございますので、もし

何か今の舟引委員のご発言に補足していただけることがございましたら

ばお願いしたいかと思いますが、いかがでしょうか。 

【涌井史郎委員】 

 まさに今舟引委員が解説していただいたことに尽きるということであ

ります。つまり、多様な主体が多様な追悼を祈念し復興を祈念するとい

うことです。様々なところでそういうことが行われるのだけれども、そ

のかなめになるというところが一番のポイントでありまして、私はその

話とは若干違ってもよろしいでしょうか。 

 現場に入っていろいろずっとこの約５年にわたる長きの中で、現場の

状況というものをつぶさに見ていきますと、ご家族の間の伝承というの

が極めて大事だなという気がしておるのです。有体に言うと、今現在こ

の地域でどんなことが起きているかというと一家の柱であるご主人はこ

の地域に残り、そして多くのお母さんやお子さんたちは他地区に避難を

する。おじいちゃん、おばあちゃんも他地区に避難するというところで

す。これは現実仮想というか、一時的にという状況だったのですが、今

や本当の別離になるかならないかという際どいところに来ているという

のが家族関係の中で起きている事象だと思うのです。これが現実だと思

います。 

 そのときに、仮にそういう不幸があったとしても、ここの場所に自分

たちの拠点があるのだということ、そういうことに触れる機会を増やし

ていくということは緩んだ家族の絆を非常に強めるきっかけにもなりま

すし、それからその中で語られる様々なそのご苦労がやっぱりお子さん
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やお孫さんに引き継がれていくというここが一番非常に重要なところだ

というふうに私は思っているのです。 

 イーフー・トゥアンという人が「トポフィリア」ということをずっと

言い続けています。これは一体何かというと、個人個人の中に、その土

地に対する他者では考えられないような土地への愛着というのがあって、

この土地への愛着をどれだけ濃厚にするのかということがその人を幸せ

にする大きなポイントだということを言っています。 

 まさにそういう意味で、アメリカの公園制度の中にもナショナルラン

ドマークとかナショナルモニュメントとかというのがあるわけです。ま

さにそういう意味でここにつくるものがまずは離散している家族の絆を

取り戻すきっかけになり、そして心が復興されて、やがてそれが物理的

なそれぞれの具体的な復興とあわせながら、さらにその絆が深まってい

く、あるいは仮にそういうことがあったとしてもここに帰ることによっ

て、何か改めてそのふるさととのつながりをそれぞれが確認し合えるよ

うな、そういうような一つのものがここの場合には非常に重要だと考え

ています。 

 陸前高田あるいは石巻の場合には、お亡くなりになった方を追悼・鎮

魂するということと、それから復興という中で、この土地にこうしたこ

とが起きたということを伝承していく方向なのですけれども、ここの場

合にはむしろ一旦この土地から立ち退いた人たちがもう一度立ち戻る、

そのよすがになるような仕掛けをどうやって我々の中で検討していくの

かということが実は非常に重要なのではないかという気がしております。 

 以上です。 

【横張真委員長】 

 どうもありがとうございました。 

【馬場有行政委員】 

 今涌井先生がおっしゃったように、本当にそういう気持ちが大切だと

思うのです。 

 実は私昨日お彼岸の中日で先祖のお墓参りに行ってきたのですけれど

も、その中に高校２年生だったのかな、２年生になった子供が「町長さ
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ん、しばらくです」と言われたのです。私は15歳未満については今の浪

江町には入れませんということでずっと入れさせなかったのです。「私は

16歳になったから入れたのです」と、今日来たのですという話なのです、

16歳になるのが待ち遠しかったというね。それで、入ってみて変わり様

がものすごいということで、非常に落胆していたのです。それから、人

が住んでいませんから、何でこんなことになったのという話をして、や

っぱり原発事故が起きたために、我々は親元を離れて避難生活している

のだよと、おじいちゃん、おばあちゃんと住めないのだよというような

話をされていたらしいのですが、それは子供にとってわからないみたい

ですね。自然災害で映像で出てくるような形の中で見られるああいう形

なのかなという雰囲気でいたというわけです。原発事故で、放射能によ

ってそうなのですかということを改めて子供さんが認識していたようで

すけれども。 

 いずれにしても今の気持ちとしてどうしても浪江町を見たかったとい

うことなのです。こういう形になりましたけれども、やっぱりこれから

荒廃したところをもう一回再生していくという姿を見せていくのも復興

祈念公園の何かのエネルギーがあるのかなという感じもいたしました。

まさに涌井先生言うとおりだと思います。 

【横張真委員長】 

 ありがとうございます。 

【市岡綾子委員】 

 私は福島にある大学に勤めておりますので、ここ出身の学生も何人か

おります。機会があれば、話せる状況の学生といろいろな話をするよう

に心掛けているのですけれども、その中の一人、最近話した学生は、帰

宅困難区域の出身者なのですが、やっぱり帰りたいと。でも、すぐには

無理だというのはよくわかる。でも、帰りたいと。その帰りたいと今思

っている思いを10年、20年、30年経った時にも帰りたいと思ってもらえ

るような場所をつくってあげるということがやはり重要なのだろうなと

いうのは常々感じておりました。 

 したがって、今舟引先生からあらゆる主体が関われる場所だというお
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話がありましたが、そのあらゆる主体というのはここに住んでいる人と

いうことだけではなく、そこを離れたけれども、元々そこにいたという

人も関われるとか、新たにそこに住まいを持つような人がこれから新し

い住民を受け入れるというまちづくりを行っていますので、そういう方

々も復興祈念公園の何かに関わっていけるなど、色々な人が関われる空

間づくりが重要ではないかと思います。１つの色で決めるという簡単な

軸で決めるということではない空間構成がうまくできれば時間の進行軸

に合わせた整理もできるとともに、オリンピックに向けて世界に発信す

るという側面にも合わせられるのではと思います。世界に福島で何が起

きたのか、そして今福島で何を思って生活している人がいるのかという

ことをより多くの人たちに共感していただくための公園としてのあり方

の場所と、長いこと住んでいく人をどのように繋ぎ止めていくかという

ための空間としての公園のあり方とかを考えていくと空間構成などのあ

り方が見えてくると、本日皆様のお話を聞きながら思いました。 

 以上です。 

【横張真委員長】 

 どうもありがとうございます。 

【阿部徹行政委員】 

 資料10ページに伝統行事の伝承という話が載っていますけれども、ま

さに原発災害を通じて帰還する人が非常に少なくなっている。特に子供

たちの帰還というのが非常に少ないという可能性があり基礎自治体の存

続、継続も危ぶまれているということで、各町で伝統行事の継承のため

の子供たちに教える取り組みというのが各地でやられているという話は

ところどころで聞きますので、例えば復興祈念公園の中で年に１度奉納

するようなことをやりながら先祖の御霊に思いを抱いて地域の担い手の

子供たちの姿を見せるとか、そういう取り組みをやれば少しは親も含め

て随分気持ちが変わるのかなというふうにも思ったりするので、こうい

った取り組みというのは非常に重要かなというふうに思っております。 

 以上です。 

【横張真委員長】 
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 どうもありがとうございます。 

【大河原聡行政委員】 

 私から２点ほど要望を差し上げたいと思います。 

 １つは、論点②の後世への伝承の場としてどうあるべきかというとこ

ろですが、前段で議論がありましたように震災遺構との関連性であると

か、諏訪神社とか、大平山へ避難した事実であるとか、公園と連携させ

ながら、ぜひ後世へ伝承していただきたいというのが私の意見です。 

 それから、２点目は公園の安全安心に関する情報発信です。③番の強

い意志の発信の場としてどうあるべきかというところでございますけれ

ども、県の提言で検討した中で、公園の安全安心のところを記載したと

ころがあります。資料４の５ページのところの２段落目に書いてありま

すけれども、要は津波が起きてもこの公園は安全ですよと、あるいは空

間線量のモニタリングをしっかりやっていますよと、そういったことを

明示することによって多くの来園者を迎えることができるのではないか

ということで、こういった点も情報発信が大切ではないかというふうに

感じます。 

 以上でございます。 

【横張真委員長】 

 どうもありがとうございました。 

 

【横張真委員長】 

 今までの皆様方のご意見を私なりに今伺いながらまとめさせていただ

ければと思っているのですが、一つは先に出ましたけれども、様々な公

園周辺部における復興まちづくりとの有機的なつながり、空間的に、あ

るいは機能的に周りとどうつながっていくのかといった側面、それから

他方では先ほど様々な委員からご指摘いただきました、離れて暮らす方

々も含めた関連された方々の人のネットワーク、つながり、こうした人

と人との有機的なつながり、この２つのつながりのいわば拠点となる施

設としてこの公園が位置づけられるべきであるといったご指摘がまずは

あったかと思います。 
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 そしてまた、そうした拠点としての機能を果たしていく中で、その伝

承の一つの具体的な姿として祭りを開催していくような、そういった機

能を盛り込むといったことも考えられるのではないかといったご指摘が

あったかと思います。 

 それから一方、そうした追悼であり、鎮魂であり、そしてまた伝承で

あると、この論点からしますとこの①番ないし②番で語られているよう

な、こういった点が最終的には③番で語られているような強いメッセー

ジとして発信されていくと、①、②が③に収斂して、発信されていくと

いう点ですね、そういった流れもまたぜひ考えていくべきではないかと、

こうしたご指摘があったのではないかというふうに思います。 

 例えが適切かどうかわかりませんけれども、私はランドスケープの分

野におりまして、海外の事例でこういったことに関連したものとしてす

ぐに思い浮かぶものとして大変有名な事例なのですけれども、１つはド

イツのエムシャーパークというプロジェクトがございます。これはルー

ル工業地帯で行われてきたプロジェクトなのですけれども、もともとル

ール工業地帯というのはドイツの経済発展を支えた大きな工業地帯でご

ざいましたが、これが衰退する中でどんどんと地域が空洞化し経済が崩

壊していったと。その再生を図る際に、エムシャーパークというのは決

して一つの公園を指すのではなくて、このルール工業地帯全体を一つの

公園と見立てて、その中にさまざまな地域再生にかかわるプロジェクト

を盛り込んでいくというものであったのです。まさにパークと呼びなが

ら、実は一個の公園ではなく地域再生全体を包括する概念であったと、

こういう考え方などが一つは今回の話の参考になるのかなと。そのエム

シャーパークの中に拠点となるような一つの公園としてランドシャフト

パークというのがあるのですが、こういうような考え方、これが一つは

参考になるのかなと。 

 もう一つ、私が学生と一緒にかつて少し勉強した例なのですが、カナ

ダに黒人のかつての居留区がございまして、これはアメリカに奴隷制が

あった時代にアメリカから逃げてきた黒人たちを収容した施設だったの

です。今そこがアメリカの黒人たちの一つの心の拠り所として、カナダ
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の文化財として保存されておりまして、毎年大型の観光バスを連ねて全

米からこの土地に黒人たちがやってきて、自分たちの祖先がどういう苦

労をしたのか、そしてまたここでどういうふうに新たな生活を営み始め、

そして解放に向かっていったのかを知る聖地のような場があるのですが、

その事例が頭の中に浮かびました。場合によってはそうしたプロジェク

ト等も参照しつつ考えていくことができたらいいのかなと思った次第で

ございます。 

 時間があと５分余りというふうになってまいりましたけれども、ぜひ

まだ発言が足らないとおっしゃる委員もいらっしゃるでしょうし、もう

一つここで最後に言っておきたいということ等もあろうかと思いますの

で、ぜひご発言の機会をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【涌井史郎委員】 

 最終的には、ここはやっぱり言葉遊びではなく磁力と魅力がバランス

すると。これは一体どういうことかというと、魅力というのはいわゆる

知らない人たちに対しての吸引力が非常にあるわけですね。したがって、

対外的な発信というのは魅力がなければだめなのです。でも、地域の方

々にとってはここに行ってみよう、あるいは帰ってみよう、帰ってみた

いというような思いを惹起させる、そういう磁力がないとなかなか地域

の方にはおいでいただけない。この合わせ技でどういうようなパークシ

ステムなり、公園をつくっていくのかということは非常に重要だという

ふうに思います。ある種のコンセプトを考えていく上で、いわば単なる

空間的に美しくて魅力ある公園をつくるだけではない別な仕組み、そし

て別なソフト、そういうものをしっかりしつらえていくということが非

常に重要なのではないかと。 

 現状からいえば多分ハードに対していろいろなご意見をこの地域の方

々に求めるには相当ご負担をかけるという可能性が高い。いわゆる参加

の意見として集約するところにエネルギーをかけるよりは、むしろこん

なことをしたいというソフトな観点での磁力をつくっていく上での大き

なキーワードになるようなもの、そうしたものをしっかり酌み取ってい

くことが非常に大事だと。それが今度は対外的に発信するときにどうい
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う魅力になるのかという、そういう一つの考え方をつくるべきなのでは

ないかというのが一つであります。 

 もう一点は、私はオリンピック関係の委員もやっておりまして、オリ

ンピックの状況をよくわかっているつもりなのですけれども、オリンピ

ックレガシーという一つの考え方、いわゆるオリンピックを開催する、

オリンピック、ＩＯＣの憲章の第１章第２項ですね、この中で2020年ま

でにということではなくて、私はビヨンド2020と言っているのですが、

2020からさらに未来に対して発信していく、こういう一つの作業も非常

に重要なのではないか。2020年までにある程度の方向づけを見せて、こ

ういうふうにやりますよというメッセージを出す、その後2020年以降で

すね、何らかの具体的なものが進んでいくという、そういうプロセスそ

のものを対外発信していくことだけでも十分実は魅力が出てくる。 

 昨日から今日にかけて、明日もなのですが、ちょうど日本でツーリズ

ムエキスポジャパンというのを今やっておりまして、私が今日遅れて来

たのはその関係もあるのですが、各国の観光大臣とか、要するにみんな

で日本の観光の魅力を語るのですが、福島に対する思いも皆さん相当語

っているのです。そういったところからいえば、そういう一つの明示の

仕方もあるのではないかなと考えています。 

 以上です。 

【横張真委員長】 

 ありがとうございました。 

 今のご発言も含めまして、もちろんハードとしての、拠点施設として

の公園をつくるわけですけれども、その背景にあるソフトの部分あるい

はそのプロセス、そうしたところの重みというのが特にこの公園にあっ

ては非常に大事であるというのが恐らく皆様方の今までのご発言の底流

にあったものではないかというふうに思います。おまとめいただきまし

て、どうもありがとうございました。 

 また、先ほど一つ申し遅れましたけれども、安全安心というご指摘も

ございまして、この点に関しましても言うまでもなく、安心してこの場

に帰ってきていただける、あるいは訪れていただけるということも当然
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のことでございますので、それもまた大事な論点の一つとして指摘させ

ていただきたいというふうに思います。 

 今までの議論につきまして、事務局のほうから何かご意見なりござい

ますでしょうか。特によろしいですか。 

 

（「なし」の声） 

 

【横張真委員長】 

 わかりました。 

 それでは、時間が大分まいってしまいましたので、では今の論点２番

につきましては、以上にさせていただきます。 

 お手元の議事次第、今後のスケジュールというのが（３）にございま

すので、これにつきまして、事務局よりご説明をお願いしたいと思いま

す。 

【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 ご議論どうもありがとうございました。 

 それでは、資料８をご覧頂けますでしょうか。今後の有識者委員会の

スケジュールでございます。第１回検討委員会、本日行っていただきま

した。今後第２回委員会から第４回まで、現時点では３回のご審議頂く

場を予定してございます。第２回でございますが、現在調整をさせてい

ただいているところでございますが、11月の下旬を予定させていただき

ますので、こちらのほうから事務的にまたご調整をさせていただきます。

それぞれ検討のポイントがございますが、今回ご指摘いただいた事項を

踏まえつつ対応して参りたいと存じます。 

 以上でスケジュールのご説明を終わります。 

【横張真委員長】 

 ありがとうございます。 

 

７．そ の 他 
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【横張真委員長】 

 特にご質問等はよろしいですね。 

 

（「なし」の声） 

 

【横張真委員長】 

 それでは、予定された議事は以上でございますので、進行を事務局に

お返ししたいと思います。よろしくお願いします。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 委員の先生方におかれましては、長時間にわたりご審議ありがとうご

ざいました。 

 東北地方整備局、川瀧局長よりご挨拶がございます。 

【川瀧東北地方整備局長】 

 どうもありがとうございました。もともとこの委員会、私も事務局か

ら色々相談を受けていて、これは大変だなと、すごく難しい議論をする

ことになるなと思っていたのですけれども、きょうは大変前向きな意見

をたくさん頂きまして、大変どうもありがとうございます。 

 さっきの資料の中に緑がかっていた文章がありましたけれども、まさ

にあれが基本構想というか、基本理念の本当の骨子だと思うのです。た

たき台でございましたけれども、今日はそれをベースに議論していただ

きました。 

 復興祈念公園、追悼・祈念の施設でありますから、単純に言うと住民

の方なのか、あるいは元住民の方なのか、県の方か、県外か、あるいは

国外の方か、そこに来て追悼するわけですね、手を合わせるなり黙祷す

るという施設でありますから、やっぱり一番大事なのはこの基本構想、

基本理念のところだと思います。きょうスタートとして、ぜひこの基本

構想、基本理念を固めていただいて、空間、連携とかいろんな宿題もあ

りましたけれども、最初の部分が一番難しいです。ぜひまた引き続きの

ご指導を頂きたいと思います。本日は大変どうもありがとうございまし

た。 
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８．閉  会 

 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 これをもちまして、第１回福島県における復興祈念公園基本構想検討

調査有識者委員会を終了させていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

（午後 ５時０１分） 


