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① 東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂の場として、
どうあるべきか

■ 本委員会における論点

② 震災の記憶と教訓の後世への伝承の場として、
どうあるべきか

③ 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
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１．「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】」部分抜粋、「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）検討有識者会議」における検討の概要

◆ 「第1回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）検討に係る住民意見発表会」
（以下、「住民意見発表会」という）における、関連する主な意見

◆ 「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）検討有識者会議」（以下、「有識者会議」という）
における、関連する主な意見

■「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】」（福島県、H28.6）
（以下、「基本構想への県提言」という） の関連項目の抜粋 （下線、強調は資料作成者による。以下同様。）

・「直接津波で亡くなった人が浪江の場合百数十人だが、原発事故もあり、関連死と言われる死亡者が350人程度い
る。」（第２回議事録より）

・「数字で言うと、どうしても直接死だけが注目されますが、原子力災害の場合には、間接死ないしは関連死といっ
たものが、かなり大きな意味を持っています。どういう方々を鎮魂するのかということがあります。」（第１回
議事録より）

・地震翌日に避難指示が出されたため、救助活動が出来ず助けられなかった命があった。（第３回資料１より）

（１）東日本大震災で犠牲となったすべての生命（いのち）への追悼と鎮魂
東日本大震災において、福島県では、地震や津波の自然災害に加え、原子力災害の発生により、人類史上経験の

ない複合災害に見舞われた。

その結果、多くの県民が震災直後から県内外へ避難することとなり、避難指示区域内では地震や津波により行方

不明となった方々の十分な捜索活動が出来ない状況が続いた。その後、避難指示区域内で行方不明者の本格的な

捜索活動は開始されたものの、いまだ2百人を超える方々の行方が確認できない状況となっている。

現在もなお、多くの県民が、故郷から遠く離れた地での避難生活が続き、震災で失った家族を故郷の墓で慰霊する

ことさえも困難となるなど、震災で犠牲となった方々への追悼・鎮魂が十分に出来ない状況にあることから、本公園は、

犠牲者への追悼と鎮魂の中核的な場所として、今回の震災で失われたすべての生命（いのち）へ想いを寄せ、復興を

祈念する場として、多くの人が集い、未来への希望をもたらす祈りの空間となることが求められる。
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（１）津波による浸水状況、人的被害の状況

① 津波による浸水状況 （図１ 参照）

・沿岸部の全市町（３市７町）が浸水被害を受け、浸水面積は約110km2におよんだ。

行政面積に対する浸水面積の割合は、新地町、相馬市、南相馬市が大きい。

② 人的被害の状況 （表１ 参照）

・人口に対する、津波などの災害の直接的な被害による死者数の割合は、新地町、

相馬市、南相馬市、浪江町が大きい。

（平成28年9月20日現在）

4

２．東日本大震災による福島県の被害状況

図１ 浸水区域

［資料］
*1 平成27年度国勢調査 人口速報集計（総務省統計局、H28.2.26公表）
*2 津波浸水範囲の土地利用別面積について（国土地理院、H23.4.18公表）

凡例

浸水区域

［資料］浸水区域：国土交通省都市局「復興支援調査アーカイブ」データ

行政区画界：国土地理院発行数値地図(国土基本情報)(c)Esri Japan

*3 福島県現住人口調査月報 平成23年3月1日現在（福島県企画調整部統計調査課、H23.10.5公表）
*4 東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第1660報）（福島県災害対策本部、H28.9.20 8：00現在）

［備考］

死者・行方不明者数のカッコ内は「津波や家屋倒壊などの災害の直接的な被害による死者数」を示す

市町村 面積（km2）
*1

浸水面積

（km2）
*2

行政面積に対する
浸水面積の割合

（％）

人口（人）
H23.3.1

*3

死者・行方
不明者数

（人）
*4

人口に対する津波
等の災害の直接的
な被害による死者

の割合(％)

新地町 47 11 23% 8,178 119［100］ 1.22%

相馬市 198 29 15% 37,721 486［439］ 1.16%

南相馬市 399 38 10% 70,752 1,122［525］ 0.74%

浪江町 223 6 3% 20,854 572［150］ 0.72%
双葉町 51 3 6% 6,891 164［ 17］ 0.25%
大熊町 79 2 3% 11,570 129［ 11］ 0.10%
富岡町 68 1 1% 15,959 381［ 18］ 0.11%
楢葉町 104 3 3% 7,676 142［ 11］ 0.14%
広野町 59 2 3% 5,386 47［   2］ 0.04%
いわき市 1,232 15 1% 341,463 464［293］ 0.09%

表１ 福島県沿岸部の自治体の人的被害、浸水区域の状況（H28.9.20現在）
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（２）人的被害における震災関連死の死者数の状況

① 県別震災関連死の死者数の状況 （図２ 参照）
・岩手県、宮城県、福島県の３県の中で、福島県が突出して震災関連死の死者※数が多く、東日本大震災に

よる死者数に対する震災関連死の死者数の割合も同様に高い。

② 福島県沿岸部の自治体における市町村別の震災関連死の死者数の状況 （図３ 参照）
・福島県沿岸部の自治体の内、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町において、震災関連死の

死者数が、津波や家屋倒壊などの災害の直接的な被害による死者数を上回る。また、行政人口に対する死

者・行方不明者数の割合は、浪江町が最も高く、次いで双葉町が高い。

図２ 岩手県、宮城県、福島県の震災関連死の
死者数、死者数に対する震災関連死の死者数率

[資料]

・岩手県：東北地方太平洋沖地震に係る人的被害・建物被害状況一覧（岩手県総務部総合防災室、H28.7.31現在）

・宮城県：東日本大震災における被害状況 平成28年8月31日現在（宮城県、H28.9.12 9：00公表）

・福島県：東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第1660報）（福島県災害対策本部、H28.9.20 8：00現在）

図３ 福島県沿岸部の自治体における人口に対する死者・行方不明者の割合
と死者・行方不明者数に対する震災関連死の死者数の割合の散布図

※）震災関連死の死者：東日本大震災による負傷の悪化等により亡くなられた方で、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、当該災害弔慰金の支給対象となった方。
（「東日本大震災における震災関連死の死者数」（復興庁）より）

（「東日本大震災における震災関連死に関する報告」（震災関連死に関する検討会（復興庁）、H24.8）は、市町村からの提供資料を基に、復興庁が情報を整理した結
果、福島県の原因区分別では、「避難所等における生活の肉体・精神的疲労」が約３割、「避難所等への移動中の肉体・精神的疲労」が約３割、「病院の機能停
止による初期治療の遅れ等」が約２割であったと報告している。）

[備考］
・カッコ内は死者・行方不明者数を示し、円はその大きさを模式化したもの
*1 明確に死亡が確認できる遺体が見つかっていないが、死亡届等が出されている者
［資料］
・人口：福島県現住人口調査月報 平成23年3月1日現在（福島県、H23.10.5公表）
・死者・行方不明者等：東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第1660報）（福島県災害対策本部、H28.9.20 8：00現在）
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津波や家屋倒壊などの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、「震

災関連死」とされた方々の、追悼と鎮魂を行う場とすべきではないか。

・住民意見発表会、有識者会議においては、災害の直接的な被害で亡くなられた方々のみならず、「震災関連死」とされた

方々の鎮魂が重要である旨の意見があった。

・岩手県、宮城県、福島県の３県の中では、福島県が突出して震災関連死の死者数が多く、浪江町、双葉町、大熊町、富岡

町、楢葉町、広野町においては、震災関連死の死者数が津波や家屋倒壊などの災害の直接的な被害による死者数を上回る。

・そこで、福島県の復興祈念公園として、津波や家屋倒壊などの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、「震災関連死」とされた方々の、追悼と鎮魂を行う場とすべ

きではないかと考える。

３．「論点① 東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂の場として、どうあるべきか」について、
福島県の復興祈念公園として重要と考える検討事項
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論点② 震災の記憶と教訓の後世への伝承の場として、
どうあるべきか
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◆ 有識者会議における、関連する主な意見

■「基本構想への県提言」の関連事項の抜粋

・古代から中世・近世・近代と歴史が積み重なってきた中で3.11があったということをもっと相対的に把握
していかないといけない。3.11だけの記憶を継承する場所ではないと言いたい。

・町民の言葉から出てくる浪江町は、新鮮で豊富な食、山と海に囲まれた自然、そして地域の文化や人間関
係などが本当に豊かな土地であったということなのですが、このことを復興祈念公園が伝える記憶、ある
いは形として示すことはできないか。（第２回資料1-2より）

・直接復興に携わる人も、県外にいる人にとっても、両方が繋がることが出来る拠点というか、心の拠り所
というか、そういう場所に（復興祈念公園が）なれないかと思う。（第２回資料1-2より）

（２）ふくしまへの想いを育む

本公園整備を通じ、心ならずも故郷から離れた地で避難生活を続けている方々が、思い出深い風景・自然

などを感じ、生まれ育った故郷の記憶を想起し、緑や花に囲まれた中で心の安らぎを取り戻すことにより、

ふくしまと心の中で繋がり、心の拠り所となることが期待される。

そして、誇りあるふるさと再生の実現に向け、本公園が県民のみならず、ふくしまの復興支援等に関わる

方など、ふくしまを愛し心を寄せる国内外の人々が集い、交流する場となって、ふくしまの復興の取組や現

状だけでなく、ふくしまの自然、歴史、伝統文化等、ふくしまの魅力を共有することにより、未来に向けた

ふくしまへの想いを育む場となることが期待される。

さらに、本公園に咲いた花などを使って、ふくしまの想いを公園から発信することにより、国内外の方々

が、毎年、ふくしまに想いを馳せ、ふくしまを訪れる契機となることが期待される。

（３）ふくしまの被災の経験を将来につなげる

人類史上類を見ない悲惨な経験を繰り返さない決意のもと、ふくしまの被災の経験を風化させず未来へ継

承し続けていくため、本公園周辺で震災遺構とすることが検討されている津波被害を受けた請戸小学校やマ

リーンハウスふたばとの連携や眺望景観の活用などにより、ふくしまにおける正確な被災の状況に加え、

震災前の状況や発災後の激動の日々について、複合災害の記録と教訓を後世に伝える施設として別途検討を

進めているアーカイブ拠点施設と連携を図りながら、広く世界と共有する場としていくことが期待される。

◆ 住民意見発表会における、関連する主な意見

１．「基本構想への県提言」部分抜粋、「有識者会議」における検討の概要
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（１）全町避難等、広域避難の状況（図４、５ 参照）

・福島県において、県内への避難者数は46,153人、県外への避難者数は40,833人※１である。

・平成28年7月12日現在の避難指示区域は図４のとおりである。

・全町、全村避難となっている飯館村、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町の住民の避難先等は、福島県内

県外各地に分散しており（図５参照）、県内で約4.3万人、県外で約1.6万人である。※２

図４ 避難指示区域（H28.7.12） 図５ 全町、全村避難となっている５自治体の住民の避難状況（県内）
［資料］ ・避難指示区域：経済産業省H.P.「避難指示区域の概念図（平成28年7月12日時点）」を基に作成

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu.html#shiji
・標高データ：国土地理院「数値標高モデル(10mメッシュ)
・行政区画界：国土地理院発行数値地図(国土基本情報)(c)Esri Japan

［資料］ ・避難者数：全町全村避難となっている５自治体の公表値（浪江町は平成28年8月31日、その他の町村は同年9月1日）

・浸水区域：国土交通省都市局「復興支援調査アーカイブ」データ

・土地利用：国土数値情報土地利用細分メッシュデータ 3次メッシュ1/10細分区画(100ｍメッシュ)
・標高データ：国土地理院「数値標高モデル(10mメッシュ) ・行政区画界：国土地理院発行数値地図(国土基本情報)(c)Esri Japan

２．避難の状況、避難先等における地域住民の取組

［資料］ ※１）「東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第1660報）」（福島県災害対策本部、H28.9.20 8：00現在）。上記の他、避難先不明者は20名である。

※２）各町村の公表値（浪江町は平成28年8月31日、その他の町村は同年9月1日）



福島市・

いわき市・

論点② 震災の記憶と教訓の後世への伝承の場として、どうあるべきか

10

福島市にて相馬野馬追の「標葉郷騎馬会肩章交付式及び出陣
式」を開催

図６ 伝統行事の伝承の取組み

いわき市内の仮設住宅のイベント広場にて双葉町
（長塚地区）のダルマ市を開催

提供：双葉町

出典：浪江町H.P.提供：双葉町

ダルマ市や大字会等での正八幡
（しょうはちまん）神社神楽の実演

提供：双葉町

（２）ふるさとの記憶（伝統行事等）の伝承の取組の状況 （図６ 参照）

・避難先及び被災地において、地元の伝統行事が継続して行われている。

・避難先各地から騎馬武者が南相馬市に集結し「相馬野馬追」を開催するとともに、多くの避難者も同地

に観覧に集まっている。

提供：双葉町

福島市内の仮設住宅で請戸地区の田植踊りを
実施

前沢女宝財踊、神楽の写真は「ふるさとの祭り2013」時のもの

前沢女宝財踊（まえさわおん
なほうさいおどり）の稽古を
続け、ダルマ市等で公演

出典：浪江町H.P.

相馬野馬追に参加する騎馬武者が街中を練り歩く「お行列」
（南相馬市）

南相馬市・
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（３）予定地周辺の震災遺構等の状況 （図７ 参照）

・予定地周辺において、震災遺構とすることが検討されている津波被害を受けた請戸小学校やマリーンハ

ウスふたばが存在する。

図７ 震災遺構とすることが検討されている施設の位置

マリーンハウスふたば
（双葉町）

東日本大震災による津波で３階建の
２階まで浸水。
３階の展望台に避難した住民が無事
であった。

請戸小学校 （浪江町）
東日本大震災による津波で校舎の１
階が浸水。
校内にいた児童と教職員は、小学校
から約2km離れた大平山に全員避難
して無事であった。

予定地
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予定地周辺のアーカイブ拠点施設、震災遺構等と連携した、震災の記憶

と教訓の後世への伝承の場のみならず、自宅から遠く離れて避難生活を続

けている方々が、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。

・住民意見発表会、有識者会議においては、後世に伝えることとして、震災の記憶と教訓のみならず、震災前の地域の環境、

歴史、文化も伝えることが重要である旨の意見があった。

・また、直接復興に携わる方々に加え、県外に避難している方々にとっても双方が繋がることができる拠点、心の拠り所と

なる場に復興祈念公園がなれないかという意見があった。

・福島県においては、心ならずも自宅から遠く離れて長期にわたり避難生活を続けている方々が多く存在する。そのような

避難生活の中で、避難先等であっても、地元の伝統行事を継続して行っている。

・そこで、福島県の復興祈念公園として、後世へ伝承することとして、東日本大震災以後のことのみならず、震災以前の土

地の自然環境、歴史、文化も対象として、自宅から遠く離れて避難生活を続けている方々が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考える。

３．「論点② 震災の記憶と教訓の後世への伝承の場として、どうあるべきか」について、
福島県の復興祈念公園として重要と考える検討事項
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論点③ 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

◆有識者会議における、関連する主な意見 （上記「（４）復興へ向けて取り組むふくしまの姿を国内外へ示す」について）

・福島の災害は現在進行形なので、地域再生の「さきがけ」になる拠点の形成が大事である。現在進行形で
新たな（復興の）情報発信ができる場にしっかりしていただきたい。（第２回資料1-1より）

（２）ふくしまへの想いを育む 〈再掲〉

本公園整備を通じ、心ならずも故郷から離れた地で避難生活を続けている方々が、思い出深い風景・

自然などを感じ、生まれ育った故郷の記憶を想起し、緑や花に囲まれた中で心の安らぎを取り戻すこと

により、ふくしまと心の中で繋がり、心の拠り所となることが期待される。

そして、誇りあるふるさと再生の実現に向け、本公園が県民のみならず、ふくしまの復興支援等に関

わる方など、ふくしまを愛し心を寄せる国内外の人々が集い、交流する場となって、ふくしまの復興の

取組や現状だけでなく、ふくしまの自然、歴史、伝統文化等、ふくしまの魅力を共有することにより、

未来に向けたふくしまへの想いを育む場となることが期待される。

さらに、本公園に咲いた花などを使って、ふくしまの想いを公園から発信することにより、国内外の

方々が、毎年、ふくしまに想いを馳せ、ふくしまを訪れる契機となることが期待される。

（４）復興へ向けて取り組むふくしまの姿を国内外へ示す

ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集し、復興を進めていくため、本公園が位置する

双葉・浪江両町の町民を始め、現在もなお、多くの県民が避難生活を続ける中で、本公園を整備するこ

とが地域再生のさきがけとなり、双葉・浪江両町における復興の象徴、ひいては世界が注目するふくし

まの復興の象徴として、東京電力福島第一原子力発電所に近接するこの地から、公園周辺で検討が進め

られている再生可能エネルギーや花き植物園等、地域再生の活力となる新しい産業と連携し、復興へ向

けて取り組むふくしまの姿を国内外へ示していくことが期待される。

■「基本構想への県提言」の関連事項の抜粋

１．「基本構想への県提言」部分抜粋、「有識者会議」における検討の概要

14
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① 周辺地域における研究開発・産業拠点等の整備（図８ 参照）

・福島県の復興・再生の先導的な取組として、研究開発・産業拠点等の検討

が沿岸部を中心に進んでいる。

② 双葉町、浪江町の復興まちづくりの段階的な展開（図９、10参照）

・双葉町は、避難指示解除に先立ち、産業・業務機能の集積を図る方針を定

めている。浪江町は、復興拠点を整備し、その後居住地域の拡大や教育、

観光振興などの取組を段階的に充実していく方針を定めている。

15

図８ 沿岸部の主な研究開発・
産業拠点の位置
出典：「ふくしま復興のあゆみ〈第17版〉」（福
島県, H28）

図中では主な
研究開発・産業
創出拠点の位置
を示している。
この他にも、
市町村における
スマートコミュ
ニティ構想の推
進などが想定さ
れている。

図９ 双葉町町内復興拠点の基本的な構想
（中野地区および周辺を表示）

出典：双葉町内復興拠点基本構想（双葉町, H28）

中野地区復興拠点

ｱｰｶｲﾌﾞｾﾝﾀｰ

復興祈念公園

海岸防災林

図10 浪江町まちづくりイメージ（予定地周辺部を表示）
出典：浪江町住民懇談会資料 （浪江町, H28）

復興祈念公園候補ｴﾘｱ

請戸小学校 震災遺構検討

請戸漁港

ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場

花の道 海岸防災林

２．復興祈念公園周辺における復興の長期的、段階的な進展

浪江町は、花卉産地としての「花のま
ち」の実現を目指すため、「花のまち
実現化事業」を推進している 。写真は
浪江町花卉研究会が東京駅前のイベン
ト会場で、浪江町で栽培された花のPR
を行ったときに展示した花卉。

提供：浪江町
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・有識者会議においては、福島の災害は現在進行形であり、復興の状況に応じて、新たな情報の発信ができる場にすべきと

の意見があった。

・福島県沿岸部においては、復興・再生の先導的な取組として、研究開発・産業拠点等の検討が進んでいる。

・双葉町は、避難指示解除に先立ち、産業・業務機能の集積を図る方針を定めている。浪江町は、復興拠点を先行整備し、

その後、居住地域の拡大や教育、観光振興の取組を段階的に充実していく方針としている。

・そこで、福島県における復興に向けた取組に先立って整備が進むこととなる復興祈念公園は、心の拠り所となり、地域再

生のさきがけとなるよう、復興に対する強い意志を発信し続ける場とすべきではないか。

地域再生のさきがけとなるよう、復興に対する強い意志を発信し続ける場

とすべきではないか。

３．「論点③ 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」につ
いて、福島県の復興祈念公園として重要と考える検討事項


