
 

 

 

 

 

 

第２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 
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１．開  会 

（午後 ２時５６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でございますので、ただいまから第２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。 

 それでは、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させていただきます。まず次第

をおめくりいただきますと出席者名簿、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５までの５点でございます。 

 また、委員の先生方には参考資料といたしまして、本委員会の設置要

綱と前回の委員会の議事録をご用意しております。 

 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、委員の先生方におかれましては、ご発言の際に

は事務局がお持ちしますマイク、テーブルの上にありますマイクをお使

いいただきますようお願い申し上げます。 

 

２．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、事務局を代表し、東北地方整備局建

政部長、筒井より一言ご挨拶申し上げます。 

【筒井東北地方整備局建政部長】 
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 東北地方整備局建政部長の筒井でございます。一言ご挨拶申し上げま

す。 

 本日は、横張委員長を初め委員の皆様にお集まりいただきまして本当

にありがとうございます。今回第２回ということですが、第１回は９月

末に開催され、両町長様の熱い思いを伺うことができ、また先生方から

は本当に貴重なご意見いただいたと思っております。 

 スケジュールについて、2020年のオリンピックまで急いでやることと、

今後住民の方が戻られてじっくり考えるということ、という２つを含め、

しっかりした進行管理が必要だというご指摘をいただき、個人的には非

常にすっきりしたと思っております。 

 本日は、有識者の方へのヒアリング結果や第１回のご意見を踏まえて、

基本構想をしっかりつくっていくためにご議論いただきたいと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 簡単ですが、以上でございます。 

【木村東北地方整備局建政部都市住宅整備課建設専門官】 

 続きまして、地元福島県の関根土木部次長よりご挨拶申し上げます。 

【関根福島県土木部次長】 

 部長の大河原は、本日都合があり出席できません。私は代理で都市担

当次長をしております関根と申します。 

 委員長及び委員の皆様には、大変お忙しい中ご出席いただきましてあ

りがとうございます。知事が先月アメリカを訪問いたしまして、国連本

部などで復興の状況や、震災前よりもすばらしい、新たな福島の創造に

挑戦していくという旨の講演をしてきたところでございます。このよう

なことから、本公園についても追悼、鎮魂の場、もとより、やはり震災

の状況を伝え、復興に対する力強い思いを発信していくということが非

常に重要と改めて認識したところでございます。 

 本日は、前回の委員会でのご意見なども踏まえて、さらに議論が深ま

りますことを期待しております。委員の皆様には、それぞれのお立場か

ら忌憚のないご意見をいただきますようお願い申し上げます。本日はよ

ろしくお願いします。 
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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】 

 横張委員長から一言ご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

【横張真委員長】 

 皆様、こんにちは。大分年も押し迫ってまいりまして、お忙しい中お

集まりいただき、大変ありがとうございます。 

 本日２回目でございまして、お手元の次第をご覧頂きますとおわかり

のように、最後には基本構想策定に向けた考え方という大変大事な議題

も盛り込まれてございますので、いつもにも増して活発なご議論をぜひ

お願いしたいと存じます。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】 

 ありがとうございました。 

 本日ご出席の委員及び行政委員の皆様につきましては、配付いたしま

した出席者名簿のとおりでございますので、申し訳ございませんが、こ

れにてご紹介にかえさせていただきます。 

 今回から出席いただいております委員をご紹介いたします。高崎経済

大学地域政策学部教授、櫻井常矢委員でございます。 

【櫻井常矢委員】 

 櫻井でございます。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】 

 代理でご出席いただいている委員の方々を紹介いたします。 

 双葉町長、伊澤史朗委員の代理でご出席の副町長、金田勇様でござい

ます。 

【金田勇行政委員代理（伊澤史朗行政委員）】 

 金田です。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】 

 浪江町長、馬場有委員の代理でご出席の副町長、本間茂行様でござい

ます。 

【本間茂行行政委員代理（馬場有行政委員）】 

 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】 

 福島県土木部長、大河原聡委員の代理でご出席の土木部次長、関根康

孝様でございます。 

【関根康孝行政委員代理（大河原聡行政委員）】 

 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】 

 復興庁参事官、西野仁委員の代理でご出席の参事官補佐、峰嵜悠様で

ございます。 

【峰嵜悠行政委員代理（西野仁行政委員）】 

 峰嵜でございます。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】 

 復興庁福島復興局次長、阿部徹委員の代理でご出席の参事官、瀬戸琢

郎様でございます。 

【瀬戸琢郎行政委員代理（阿部徹行政委員）】 

 瀬戸でございます。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】 

 国土交通省都市局公園緑地・景観課課長、町田誠委員の代理でご出席

の課長補佐、柳原季明様でございます。 

【柳原季明行政委員代理（町田誠行政委員）】 

 柳原でございます。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】 

 本日委員の皆様におかれましては、全員出席いただいておりますので、

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。 

 それでは、これから議事に入りますので、ただいまからはカメラ撮影

をご遠慮いただきますようご協力のほどお願いいたします。 

 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】 

 はい、かしこまりました。 
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３．議事 

 （１）第１回委員会における意見の概要 

 （２）有識者ヒアリングの概要 

 （３）予定地および周辺の沿革と概況 

 （４）基本構想策定に向けた考え方 

 

【横張真委員長】 

 それでは、お手元の次第に従いまして本日の会議を進めてまいりたい

と存じます。 

 お手元の次第、３. 議事ということになります。次第には本日の議事

といたしまして、ご覧のとおり（１）から（４）まで４点が記載されて

ございます。この内（１）と（２）につきましてはこれまでの報告とい

うことでありますので、まとめてご報告をいただきまして、その後（３）、

（４）について、これも一括して事務局よりご報告いただきながら議論

を進めていくという形で進めさせていただきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 

（「はい」の声） 

 

【横張真委員長】 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、ご賛同いただきましたので、最初の（１）の第１回の有識

者委員会における意見の概要、それから（２）の有識者ヒアリングの概

要につきまして事務局より一括して資料をご説明いただき、その後委員

の皆様よりご意見を頂戴したいと存じます。 

 では、資料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】 

 事務局を務めさせていただいております東北地方整備局建政部都市調

整官の鈴木でございます。それでは、資料１、資料２につきましてご説

明を申し上げたいと思います。それでは、座って説明を申し上げます。 
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 まず、資料１をご覧いただけますでしょうか。第１回委員会において

委員の方々から貴重なご意見をいただきましたので、それを概要にまと

めさせていただきました。 

 １ページでございます。まず、事務局から提示した論点ごとに整理を

させていただきました。論点１の追悼と鎮魂の場としてどうあるべきか

につきまして主に２点のご意見をいただいております。浪江町長の馬場

委員から、震災関連死の死者数が多い理由として、原子力発電所事故に

よる避難について示すべきであるということ。そして、双葉町長の伊澤

委員から、動物の追悼も検討すべきというご意見をいただいてございま

す。 

 論点２の伝承については主に３点ほどございます。まず、長林委員や

伊澤委員から、復興祈念公園と周辺の施設、すなわち震災遺構やアーカ

イブセンターなどとの関連性も示していくことが必要ではないかという

ことをいただいてございます。福島復興局の阿部行政委員から、伝統行

事継承の仕掛けを検討すべきではないかという伝統行事に関するご意見

もいただいてございます。また、涌井委員から、一旦この土地から離れ

た人々が、一時的にでもここに立ち戻るよすが、つながる場、そして多

様なえにしとなる仕掛けを検討すべきではないかというお話をいただい

てございます。 

 そして、論点３の強い意志の発信については主に３点ございます。舟

引委員から、復興祈念公園は追悼、伝承の取り組みを集約するものであ

って、かなめとして福島県の復興に向けた力強いメッセージが重要、非

常に大切だというお話をいただいてございます。また、馬場行政委員か

らは、長い時間を要したとしてもふるさとを取り戻す決意と覚悟、これ

を基本構想の中で出していってほしいという強いご意見をいただいてい

るところでございます。また、横張委員長には総括をいただきまして、

追悼と鎮魂、そして伝承を踏まえつつ、強い意志の発信というものがあ

るという一連の流れをご整理いただいたところでございます。 

 また、２ページ目でございますけれども、我々の提示させていただい

た論点の他にさらに新たな検討の視点をお示し頂きました。それが３点
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ほどございます。１点目でございますが、先ほどの論点２とも重なりま

すが、予定地周辺のまちづくりとの連携の考え方ということで、さまざ

まな公園周辺の遺構等の施設を含めて、また、公園だけではなく公園の

周辺地域まで含めて公園的なシステムや土地利用を考えていくことが重

要だということを横張委員長、涌井委員、そして大河原委員からいただ

いたところでございます。 

 また、復興祈念公園づくりの進行や、タイムラインにつきまして、市

岡委員から、今福島で生活している人々、そしてさらに長きにわたり住

んでいく人々、いろいろな人々に対応する施設、あるいは公園づくりと

いうものがあり、それらを時間の進行軸にあわせて構成していくべきで

はないかというお話をいただいております。 

 また、伊澤委員から、東京オリンピック2020までに整備する空間とい

うものもあるだろうという話をいただきました。 

 また、横張委員長から、総じて長期的にやり遂げること、そして急ぐ

べきこと、この両方があるので、それを時間的な進行管理を図りつつ行

っていくべきではないかというお話をいただいてございます。 

 最後に、涌井委員から、復興祈念公園が持つべき「魅力」と「磁力／

地力」、地域を知らない人々を引き寄せるような魅力、そしてもともとこ

こに住んでいた地域の人々が帰りたいと思う磁石の「磁」の力、そして

またそれを生み出す土地の力、これは地面の「地」の力でございますけ

れども、この双方の検討が必要ではないかというご意見をいただきまし

た。 

 資料２有識者ヒアリングの結果でございます。１ページでございます。

ヒアリングといたしましては、福島県の復興に向けた具体的な取り組み

を実践されている方々を対象とさせていただきまして、具体的な復興祈

念公園の構想をつくっていく際に踏まえるべきことについてお伺いした

ところでございます。 

 実は、平成27年度、福島県がこの基本構想に対する県の提言をまとめ

られた際に、地元の町内会長など地元の方々を両町からご推薦をいただ

きヒアリングを行い、その結果がまとめられているところでございます。



 

- 8 - 

よって、今年度はそれら地元の方々に加えてこのような方々を対象とす

ることを考えた次第でございます。 

 ヒアリング対象者として、４名の方にご協力をいただきました。１人

目は高橋満先生です。福島県立博物館の主任学芸員でいらっしゃいまし

て、東日本大震災・原子力災害アーカイブ拠点、いわゆるアーカイブ拠

点施設の検討委員会のオブザーバーでもある方でございます。 

 民俗文化財の関係で懸田弘訓先生です。ＮＰＯ民俗芸能を継承するふ

くしまの会副理事長で、そして県の教育委員会と連携し、ふるさとの祭

りという相双地域、福島県全体の伝統行事を年に１回発表するふるさと

の祭りというものを共催している方でございます。民俗文化、伝統芸能

を研究して50年という方で、福島県の文化功労賞も今年度受賞された方

でございます。 

 また、菊池福島民友新聞社編集局長、そして早川福島民報社編集局長

です。この報道のお二人からもご意見をいただいているところでござい

ます。このお二方は、取材、報道を通じて地域の方々の動きに触れられ

ているということで、地域の肌感覚を伝えていただきたく、ヒアリング

にご協力をいただいたところでございます。 

 ２ページ、高橋先生でございます。福島県の被災状況の特徴の一つは

広域なので、福島県全体が被災しているということを捉えて、広域の被

災から再生したことを示すことが重要ということをいただきました。復

興していくプロセスを示すことができるとよいという点についてもお話

をいただいてございます。 

 震災前の暮らし、震災、新たな暮らしの一連の流れでございます。震

災から始まるのではなくて、震災前に連綿と続いてきた暮らしがあると

いうことも踏まえて対応してほしいというお話がございました。 

 一連の関係性に気づくスイッチが必要、公園に来ることによってその

関係性に気づくような仕掛けというものが公園でできないかというお話

もございました。 

 前向きに復興に取り組む気持ちを示すことはよいと思うということ。

そして、感謝を示す場としても扱えるのではないかというお話がござい
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ました。 

 ３ページは懸田先生でございます。懸田先生は民俗芸能の研究家でご

ざいまして、浜通りには民俗芸能が多く、福島県全体で800分の大体350ぐ

らいは浜通りにあるというお話をいただきました。また、天明の飢饉で

は人口が３分の１ぐらいまで減少したところ、それからの復活をなし遂

げているというお話をいただきました。 

 芸能が地域の人々の心の拠り所になっているということもご意見をい

ただいてございます。これは、伝統行事の発表の場所というだけではな

く、練習の機会として地域の方々が集まりコミュニケーションをとって

いるということもあるというお話をいただいています。 

 最後に、地域の人々には生きがいが必要で、地域の人々が公園の管理

に携わることなども考えていくことが必要なのではないかというお話を

いただきました。 

 ４ページは、菊池局長でございます。菊池さんは、まず馬場町長の、

長い時間を要したとしてもふるさとを取り戻す決意と覚悟というお話に

共感するという意見をいただいてございます。また、原子力発電所の事

故を想起させるカタカナの「フクシマ」という言葉から、イメージがこ

れまでの暮らしやふるさとを思い起こさせるひらがなの「ふくしま」に

転換していくことが望ましいのではないかというお話をいただいてござ

います。 

 さまざまな来園者には来訪目的があって、そのうちの１つにはツーリ

ズムということも考えていいのではないかということ、相双地域に人々

が訪れることが地域の人々を支えているということもあるのでそれが大

切なのではないかというお話もいただきました。 

 ５ページは、早川局長でございます。早川さんは、復興祈念公園に必

要な機能として最優先すべきは、慰霊と鎮魂だと思うというお話をいた

だきました。 

 先ほどの高橋さんと同様に、広域の視点を考えていくべきではないか

という話や、例えばアーカイブセンター等の施設とのすみ分けについて

も考えていく必要があるのではないかということでございました。予定



 

- 10 - 

地について、意味づけをよく議論する必要があるという話もございまし

た。 

 また、現地を見ていただくことが重要ということと、また他方、被災

地を見てほしくないと思う方々も一部にはいらっしゃる、一部の方には

失われたふるさとに復興祈念公園を勝手につくられるという感情もある

のではないか。ただし、負の側面だけを強調することはよくないという

というお話がありました。 

最後に結論としておっしゃられていたのは、復興の進度に応じて県民

の意識と考え方は変わっていく。考え方が熟すまでには時間がかかるが、

最終的には県民感情も前向きに変わっていくと思われる。よって、今後

の町の復旧、復興、まちづくりの進捗と併せてこの公園のあり方をじっ

くり検討していく必要があるのではないかというお話をいただきました。 

 以上でヒアリングの結果、そして第１回委員会の意見の概要のご説明

を終わらせていただきます。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。 

 それでは、ただいまご説明いただきました資料１及び２に基づきまし

て皆様方よりご意見ないしはご質問等をお受けしたいと思います。資料

１、２、どちらでも結構でございますので、ご意見、ご質問ございまし

たらばぜひお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 では、私より最初に口火を切らせていただきます。資料１につきまし

ては、私が記憶する限りでございますけれども、前回の委員会における

委員皆様方のご意見を大変的確におまとめいただいたと拝見した次第で

ございます。 

 資料２ですけれども、例えば高橋先生の感謝の気持ちを示す場がある

べきだといったようなご意見とか、それ以外にも例えば人の役に立って

いるという気持ちが非常に大事なのだとか、こういったご指摘というの

は私も大変共感するところです。喜怒哀楽といいますけれども、哀とか

怒というのはなかなかその当事者でないと共感していただくということ

が難しい部分があるかもしれませんが、喜んだり楽しんだりというよう
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な気持ちというのは、これは非常に共感を呼びやすいということでもあ

ろうかと思います。この公園が、被災された皆さんだけではなくて、広

く日本国民ないしは世界に向けてという側面も持つとすれば、こういっ

たご指摘なども非常に大事なものとして酌んでいく必要があるのではな

いかと、この有識者のヒアリング結果を拝見しながら思った次第でござ

います。 

 ほかにいかがでしょうか。どこでも結構でございますので、ぜひご質

問、ご意見等ございましたらお受けしたいと思います。 

 決して指名するわけではございませんが、櫻井先生、前回ご欠席なさ

れて、概要でございましたけれども、前回の意見をごらんいただいてご

意見なりご質問ございましたらいかがでしょうか。 

【櫻井常矢委員】 

 質問等は特にないのですが、共感する内容が大変多くて、涌井先生の

ご意見のよすがのことですとか、ヒアリングの結果の早川さんのご意見

の中にあった、やっぱりまちづくりの負の側面だけを強調しないという

ことや、まちづくりを考えていく段階にないと感じている人が少なくな

いとか、これから考え方がさまざま変わっていくのではないかとか。昨

年度の県の提言のときにも少し申し上げたのですけれども、私は浪江町

の復興事業にずっと携わっている者なのですが、町の復興を心から喜ん

でくれる人が果たして被災者にはどれぐらいいるのでしょうかというこ

とを少し申し上げました。町の復興を望まない人はいないのですが、今

生活している立場から見たときに、かなり複雑な心情でいる。つまり、

もう県外で暮らすということを決めた方もいますし、早かったのではな

いかとか、もう少し待つべきだったのではないかとか、やっぱり帰るべ

きだったのではないかとか、そういったいろんな心情があるので、その

あたりの思いは非常に多様です。そういったことに応える、寄り添う、

そういう公園のあり方が大事なのではないかというふうに昨年度申し上

げたつもりなのですが、そういったことと関連するご意見も多く、共感

するところが多くありました。 

 細かい意見等は、また後で申し上げたいと思っていますけれども、共
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有できる部分が多かったなというふうに拝見いたしております。 

【横張真委員長】 

 どうもありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。特にご意見ございませんようでしたらば、

これから本日の主要議題がございますところ、必要がありましたら資料

１、２に戻っていただくということで、先に進めさせていただきたいと

思います。 

 それでは、議事次第の（３）と（４）にございますけれども、予定地

および周辺の沿革と概況、それから基本構想策定に向けた考え方と、こ

の２つにつきまして、事務局より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】 

 わかりました。それでは、資料３の説明は事務局のコンサルタントか

らさせていただきまして、資料４は私からさせていただきます。 

 それでは、資料３、よろしくお願いします。 

【吉田（プレック研究所）】 

 コンサルタントの株式会社プレック研究所の吉田と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。座って説明をいたします。 

【横張真委員長】 

 はい。 

【吉田（プレック研究所）】 

 それでは、皆様、資料３、予定地および周辺の沿革と概況をご用意く

ださい。本資料は、福島県沿岸部、主に相双地域の歴史を整理して基本

構想の検討のための基礎資料として作成したものでございます。時代を

大きく４つに区分してこれから説明してまいります。 

 ページをおめくりください。見開き上に先史時代から江戸時代と記載

しております。この後３ページにわたって説明をしてまいります。 

 見開き下の２ページをご覧下さい。先史時代から平安時代までを整理

しています。図１の石器、図２の貝塚の遺跡、図３の双葉町にある清戸

廹横穴（きよとさくおうけつ）の壁画、これらが示すように、福島県沿

岸部は先史時代から人々が生活を営んできた地であることがわかります。
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そして、図４をご覧下さい。貞観地震のときの津波によるものと推定さ

れる請戸地区の堆積物を示す資料でございます。また、図６として双葉

町に残る津波で失われた集落の伝説を掲載しております。このように、

公園予定地周辺では古来より地震や津波に見舞われてきた歴史があるこ

とがわかります。 

 ページをおめくり下さい。見開き上の３ページでございます。次は、

鎌倉時代から江戸時代前半までを整理しております。まず、鎌倉時代末

期に相馬氏が関東から現在の南相馬市、飯館村に当たる行方郡に移住し

ました。図２をご覧下さい。以後幕末まで宇多郡、行方郡、標葉郡を長

期にわたって統治することとなります。相馬氏は妙見信仰を信仰してお

りまして、祭礼として図１に示すように野馬追がこの時期始まりました。 

 左の列の年表をご覧下さい。1670年代には田植踊、1740年には宝財踊

というように、当時の文献にこの沿岸部の民俗芸能の記載が出てきます。

民俗芸能は古くから伝わっているものだということがわかります。 

 また、1719年に今回の公園予定地に隣接します諏訪神社が造営された

記録がございます。この部分は、標葉氏の一族でありました泉田氏の古

城の跡に位置している神社ということでございます。 

 また、1611年の慶長三陸沖地震による津波発生等、地震や津波に見舞

われてきた記録がやはり残っております。 

 見開き下の４ページをご覧下さい。江戸時代、幕末までを整理してお

ります。天明、天保の飢饉など、相次ぐ天災により相馬藩は大きな被害

を受けました。1783年の天明の飢饉では死亡者や失踪者が多数に上って

おります。図１に示すように、藩の人口が天明の飢饉の後、最盛期の約

３分の１にまで減少してしまうという事態でした。 

 図２をご覧下さい。当時の藩主が小高神社に奉った野馬追を中止して

祭礼を簡略したい旨の願文が残っております。このように、藩として倹

約で財政の建て直しを図っていきます。さらに移民の導入、蓄穀の奨励

等、飢餓対策を行い、1833年にまた天保の飢饉が発生しますが、領内で

は餓死者は一人も出なかったとされています。また、開墾による米の増

収等を図るような手法を開始して、藩を挙げての対策が行われました。 



 

- 14 - 

 このように、この時代に現代に続く祭礼、それから民俗芸能が興る一

方、福島県沿岸部には度重なる天災が生じておりましたけれども、それ

を乗り越えてきた歴史があることがよくわかります。 

 ページをおめくりください。次は、明治時代から太平洋戦争終戦まで

を説明いたします。見開き下の６ページ、図２をご覧下さい。廃藩置県

によって福島県が誕生します。明治維新によって新たな時代が始まった

というところでございますが、一方軍事訓練的な要素もあった野馬追は、

一時廃止になります。図３をご覧下さい。小高神社に野馬追の廃止の許

しを請う告文が残っております。 

 一方、図４の写真をご覧下さい。浪江の権現堂地区では十日市という

市を設けることでにぎわいの創出を図っていきました。このにぎわいが

現在の浪江町の中心市街地の建設につながっていくことになります。新

しい時代でなくなるもの、それから生まれるものがあったところでござ

います。 

 ページをめくっていただき、見開き上の７ページをご覧下さい。明治

時代中期でございます。図１をご覧下さい。一度は廃止になりました野

馬追が、相馬太田神社を中心に現代の相馬野馬追の原形となる形でまた

再興されます。 

 図２をご覧下さい。1889年に請戸村が誕生しております。現在は、公

園予定地は双葉町と浪江町に展開しておりますけれども、この当時は一

つの行政区域に位置しているところでございました。ちょうどこの地図

の左のほうから丘陵がずっと海のほうに延びてきておりますけれども、

この先あたりが現在検討している公園予定地の中心部付近に当たります。 

 見開き下の８ページをご覧下さい。1905年に常磐線が全線開通します。

請戸漁港が物資輸送港の役割を終える一方、図２、図３に示すように漁

港や水産業の拠点としてにぎわっていきます。また、1902年に福島県が

養蚕組合を組織し、1908年に請戸川にサケの簗場をつくるなど殖産興業

の政策によって諸産業を興していく時期でございます。 

 ページをおめくりください。見開き上の９ページでございます。次は

昭和の太平洋戦争終戦まででございます。図１をご覧下さい。1931年、
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34年の凶作で相次ぐ災害が農家に深刻な被害を与えていきます。また、

明治維新後、諸産業を興しましたが、昭和恐慌等が発生するなど、福島

県沿岸部を取り巻く経済状況は厳しくなります。陸軍の飛行場等、軍施

設がこのエリアに立地していたこともあり、太平洋戦争末期には激しい

空襲にも遭っております。 

 本ページの下の囲みは、終戦後ですけれども、浜通りの西部において、

開拓農家による入植が行われ、葛尾村や飯館村、浪江町で開拓農家の割

合が高い傾向が見られ、外部からの力を得てこれから再興を図っていく

ということが見てとれます。 

 見開き下の10ページをご覧下さい。終戦後から東日本大震災までを説

明いたします。 

 ページをおめくりいただきまして、11ページでございます。昭和の戦

後以降でございます。戦後、地方自治法のもとで新しい地方制度が始ま

りました。図１から図３をご覧下さい。旧町村の合併によって現在の双

葉町、それから浪江町が誕生します。予定地はこの２つの行政区域にま

たがることになります。当初は請戸村、それから図２において浪江町に

ありました。それが２つの町にまたがることとなります。 

 後ろのほうに、旧請戸村を中心とした地域の地図の変遷等、参考資料

として21ページから23ページにまとめておりますので、後ほどご覧いた

だけたらと思います。 

 見開き下の12ページをご覧下さい。1960年から1971年を整理しており

ます。戦中、戦後、いろいろ経済振興を図ってきましたが、天災等もあ

り、なかなか厳しい状況が続いておりました。この時期に日本全体、我

が国のエネルギー需要の増大に応じて、浜通りにおいて発電所の誘致、

建設が進みます。年表をご覧下さい。1960年、福島県が日本原子力産業

会議に加盟します。また70年、双葉地方に原子力発電基地の建設促進の

方針を示しました福島県勢長期展望を策定しております。 

 図２をご覧下さい。図の下部、1957年に常磐共同火力の勿来発電所第

１号機が運転開始となります。以後、1971年に第一原子力発電所１号機、

1980年に広野火力発電所１号機、1982年に第二原子力発電所１号機が順
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次運転開始となります。 

 ページをおめくりください。見開き上の13ページでございます。発電

所の誘致の一方、この写真にありますように、図３のマリーンハウスふ

たばや、図５のマリンパークなみえなど、レクリエーション施設の整備

を進めていきます。観光振興を図っていくということになります。 

 年表をご覧下さい。先ほど鎌倉時代、それから江戸時代で紹介いたし

ました田植踊、それから相馬野馬追が現代まで継承され、1978年に国指

定の文化財に指定されることとなります。また、1998年には図４にあり

ますように請戸小学校の現校舎が落成しております。 

 また、宮城県沖地震、三陸はるか沖地震等、地震で津波が発生しまし

たけれども、これらの場合は大きな被害には至らなかったところでござ

います。 

 見開き下の14ページをご覧下さい。これから東日本大震災発災から現

在までを説明してまいります。 

 ページをおめくりください。見開き上の15ページでございます。2011年

３月11日、東北地方太平洋沖地震が発生し、引き続く大津波が浜通り中

心に甚大な被害をもたらしました。年表では主に住民の方々の避難状況

について示しております。３月11日から３月14日の避難先は図１、図２

のとおりでございます。 

 ３月11日の19時03分、第一原子力発電所に原子力緊急事態宣言が発令

され、同21時23分、第一原子力発電所半径３キロ圏内の住民に避難指示

が出ます。 

 翌日12日、15時36分に第一原子力発電所１号機で水素爆発が発生し、

18時25分、同発電所半径20キロ圏内の住民に避難指示が出るところとな

りました。 

 見開き下、16ページをご覧下さい。それから約１カ月後の2011年４月

14日、年表にありますけれども、第一原子力発電所半径10キロ圏内の浪

江町におきまして、行方不明者の捜索が再開されます。地震や津波で一

命を取りとめたものの、自力で避難できず、救助かなわず犠牲となられ

た方々が確認されることとなります。 
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 図２をご覧下さい。2011年４月22日、計画的避難区域及び緊急時避難

準備区域が設定されました。震災発生から42日後、さらに避難指示区域

が拡大することとなります。避難指示区域の見直しに伴いまして、住民

の方々はより広域に避難するということになります。 

 ページをおめくりいただき、見開きの17ページをご覧下さい。図１で

ございます。拡大していた避難指示区域は、部分的にこの時期解除とな

りまして、現在の避難指示区域はこの図の黄色で示す区域となっており

ます。しかし、依然として全町・全村避難となっている浪江町、双葉町、

大熊町、富岡町、飯館村の住民の方々は、避難生活が続いております。

県内各地に約4.3万人、県外には約1.6万人の方々がこれら全町・全村避

難となっている自治体から避難されています。 

 後ろの24ページに参考資料として避難指示区域の状況をまとめており

ます。 

 また、25ページに第１回委員会資料として示しました東日本大震災の

被害状況に関するデータを再掲しておりますので、後ほどご覧いただけ

たらと思います。 

 続きまして、見開き下の18ページをご覧下さい。福島県及び市町村は、

各計画に基づいて復興に向けた取り組みを進めています。図２をご覧下

さい。福島県は、イノベーション・コースト構想を推進しております。 

 図１をご覧下さい。2015年には常磐自動車道が全線開通というニュー

スがありました。 

 ページ下の写真をご覧下さい。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ます。厳しい状況下、関係者の方々が集

って、下の写真にあるように避難先で請戸の田植踊等の伝統行事、民俗

芸能を披露しています。また主に福島県の民俗芸能を披露するふるさと

の祭りが開催されています。 

 また、年表の上から２つ目のポツをご覧下さい。2012年３月11日には、

福島県により東日本大震災犠牲者追悼式が開催され、以降毎年開催され

ています。また、県内各地では追悼と鎮魂の取り組みを、それぞれ個々

人、さまざまな方々が行っているという状況でございます。 
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 ページをめくっていただきまして、見開き上、19ページでございます。

説明最後のページとなります。年表をご覧下さい。2016年８月、双葉町

にアーカイブ拠点施設整備が決定しました。また、同じく８月には原子

力災害対策本部と復興推進会議により帰還困難区域における復興特例の

設定の考え方が示されています。 

 図２をご覧下さい。地域を取り巻く状況の変化に対応いたしまして、

双葉町では第二次復興まちづくり計画の検討を進めております。 

 また、浪江町では第二次復興計画の策定を進めるとともに、11月１日

から始まる準備宿泊を前に、住民交流の新たな拠点として、10月27日に

まち・なみ・まるしぇがオープンし、翌28日から営業開始となっていま

す。図４の写真をご覧下さい。当時のテープカットの様子の写真を掲載

しています。 

 このように、今までずっと歴史を見てみましたけれども、現在復興に

向けてさまざまな検討が進んでいるというところでございます。 

 参考資料としまして、26ページに現在双葉町、浪江町が所有しており

ます公園予定地及び周辺のまちづくりイメージを一つの地図に表示した

ものを掲載しておりますので、これも検討の参考にしていただけたらと

思います。 

 少し長くなりましたが、以上で資料３の説明を終わります。 

【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 続きまして、資料４でございます。このような予定地及び周辺の沿革

と概況、委員の皆様方からいただいたご意見を踏まえ、第１回の委員会

でご提示した論点から、基本構想作成に向けた考え方を今回ご提示させ

ていただきたいと考えます。 

 １ページ目は、本委員会における論点として、第１回にご提示し、ご

意見をいただいたものでございますが、論点を３点示してございます。 

 ２ページ目は、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ということについてです。緑色の四角の中は第

１回でご提示をしたものでございます。それを踏まえ（１）といたしま

して、関連する第１回委員会におけるご意見、有識者ヒアリングにおけ
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るご意見をまとめました。これは資料１にて先ほどご説明を申し上げま

したので簡単にさせていただきますが、第１回委員会における意見とし

て、馬場委員から原子力発電所事故による避難について示すべきなどの

意見をいただいてございます。 

 そして、３ページ目は、論点１に係る福島県の概況といたしまして、

先ほどの資料３、第１回委員会で示した福島県における東日本大震災に

よる被害の状況をまとめているものでございます。例えば、地震、津波

による被害について、犠牲となった死者、行方不明者は合わせて1,800人

を超えるなど、福島県全体に甚大な被害をもたらしたということでござ

います。また、現在も続く避難に関連して、震災関連死の死者数は福島

県が他県に比べて突出して多い状況にあること等について、これも前回

示しましたが、ここで述べているところです。 

 これらのご意見と実状を踏まえ、４ページでは、基本構想策定に向け

た考え方を提示しております。この基本構想の策定に向けた考え方の構

成は、まず前段２点で関連する事実を示した上で、それを踏まえて太字

になっている部分を考え方として提示するものでございます。事実の１

点目では広域的な立地特性、そして２点目では犠牲となった命について、

それぞれ事実を示し、太字の部分の考え方では、東日本大震災による被

災の影響の大きい福島県沿岸部において、東日本大震災により犠牲とな

った全ての生命への深い追悼と鎮魂を行う場として地域の方々、県民、

国内外のあらゆる人々が集い、多くの尊い犠牲者の方々を偲ぶことので

きる、追悼と鎮魂に関する取組の「かなめ」の場とする、としておりま

す。 

 「あらゆる人々」というところでは、戻れることができている方、ま

だ避難をされている方、今後戻ってこられる方、そして戻ってくること

が難しい方など、いろいろな地域の方々がいらっしゃいます。また、県

民、国内外のあらゆる人々、すなわち県民の方を支援されている方々、

あるいは福島に訪れる方々等のいろいろな人々が含まれるという意味を

込めて、このように書かせていただいているところでございます。 

 また、「追悼と鎮魂に関する取組の「かなめ」」というところでは、前
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回の委員会でもございましたが、追悼と鎮魂はあらゆる場所で、あらゆ

るときに、そしてあらゆる主体によって行われるものということが平成

23年度の国の委員会の中でも述べられているところでございます。その

かなめ、中心としてこの国営の追悼・祈念施設、そして復興祈念公園が

あるということも述べられているところでございます。これらを踏まえ

て、公園をかなめの場とするとともに、論点２とも関係してまいります

が、福島県の提言の中でも地域の人々の心の拠り所となるということが

提示されてございますので、その拠り所という意味も込めて、かなめの

場ということを提示しているところでございます。 

 そして、おめくりいただきまして、５ページ目、論点２でございます。

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でございま

す。こちらも構成は同様でございまして、関連する第１回委員会におけ

る意見と有識者ヒアリングにおける意見を提示しているところでござい

ます。第１回委員会における意見では、上から２点目の伝統行事継承の

仕掛けを検討すべきだということや、３点目の一時的でも一旦土地から

離れた人々が立ち戻る「よすが」となる仕掛けを検討すべきだというこ

とを挙げております。有識者ヒアリングの意見では、公園内に震災前の

暮らしがわかる仕掛けを設けること、現地で実際に起こったことに気づ

くことが大切だということ、これまで何回もの飢饉に見舞われても民俗

芸能は地域で続けられておりその継続が心の拠り所になっていくという

こと等をご意見として挙げております。 

 また、６ページでは、ここも事実関係を述べており、震災の記憶と教

訓の後世への伝承の観点からいたしますと、１点目として、福島県沿岸

部はたびたび津波による被害なども受けて、それを乗り越えてきた歴史

があるということでございます。２点目の震災以前からの地域の歴史・

文化の継承、ふるさとの記憶の想起については、福島県沿岸部の文化は

先史時代から存在し、そして鎌倉時代には相馬氏が移住し、脈々と続い

ております。また、民俗芸能につきましても継続的に行われており、地

域にとっての心の拠り所となっている慣習がございます。 

 ７ページ、８ページでございます。おめくりいただきまして、事実関
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係を踏まえつつ、太字になっている２点を考え方としてご提示している

ところでございます。 

 １点目は、アーカイブ拠点施設などと連携して、福島県沿岸部に連綿

と続いてきた人々の営みに思いをはせつつ、東日本大震災の被害を体現

している公園や周辺の震災遺構により訪れた人々が大震災の被害などへ

の認識を深め、記憶と教訓を後世に伝承し福島の復興に向けたおのおの

の取り組みの出発点となり得る場とする。ここで、おのおのという意味

は、論点１に出させていただきましたとおり、地域の人々等あらゆる人

々という意味で書かせていただいているところでございます。 

 また、２点目は、地域に伝承されてきた民俗芸能など、震災以前から

の地域の歴史・文化を継承し、ふるさとの記憶を想起させ、現在避難さ

れている方々を含めて互いを支え合い、助け合うために絆を深める場、

心の拠り所となる場とすることで、こちらも福島県の提言の中にもあり

ますように、福島県特有の事象であるまだ地元に戻れない方々がいらっ

しゃるということや、震災関連死が非常に多いということを踏まえて心

の拠り所を加えているところでございます。 

 そして、９ページ、論点３の国内外に向けた復興に対する強い意志の

発信の場としてどうあるべきかというところでございます。関連する意

見として、１点目は、福島県としての復興に向けた力強いメッセージが

重要、２点目は、長い時間を要したとしてもふるさとを取り戻す決意と

覚悟を基本構想に入れていくべきであるということをいただいておりま

す。 

10ページでございますけれども、再生する意志の発信に関連する状況

といたしまして、１点目の、天明の飢饉あるいは天保の飢饉など度重な

る天災を乗り越えてきた歴史があり、４点目の、双葉町では中野地区の

復興産業拠点の検討、浪江町では仮設商店街の開設など復興に向けたさ

まざまな動きが始まっております。 

 11ページでございます。このような状況を踏まえまして、再生する意

志の発信、そして公園内で展開される活動や公園づくりを通じたプロセ

スの発信に係る状況をまとめたところでございまして、その上で２つの
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ポイントを考え方として提示しているところでございます。 

 まず、１点目は、東日本大震災・原子力災害アーカイブ拠点施設や震

災の遺構などと連携し、長い年月を要しても福島を再生するという強い

意志を発信し続ける場とする。「再生」という言葉は、先ほど関根次長の

ご挨拶にもございましたが、知事が国連で福島の状況をスピーチされた

際に、福島の再生ということを強調されていらっしゃいました。取り戻

す、そして創造という意味が再生の中に含まれていると考えてございま

すが、その「再生」という言葉をここに盛り込ませていただいてござい

ます。 

 また、２点目は、公園予定地周辺のまちづくりと連携して公園内で展

開される多様な主体の活動などにより復興が進むプロセスを示す場とす

るということです。例えば伝統行事やまちづくりの活動等により復興が

進むプロセス、公園がつくられていくプロセスを見せていくことが重要

というご意見をいただきましたので、このようなことを踏まえつつ２点

目を提示しているところでございます。 

 以上、考え方をご説明させていただきました。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３及び資料４に基づき

まして、この後まだ１時間ほど時間がございますので、議論を重ねてま

いりたいと思います。 

 また、資料３、４、どちらでも結構でございます。お気づきの点、ご

質問、ご意見等、ぜひお願いしたいと存じます。 

【長林久夫委員】 

 長林でございます。資料３、丹念にまとめていただきましてありがと

うございます。資料４とも関係するのですが、特に東日本大震災の発災

後のそれぞれの町の住民、それから行政の取り組みが特に資料３の中に

は見えていません。復興ビジョン等、それぞれの町の対策、政策等は示

されているのですが、住民の方々の対応もここでまとめていただけると、
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事故が発災した後にどのような対応をとり、生活環境があり、それが、

町の政策も含めた次の復興につながっていくような見え方ができるとい

いと思います。ぜひその辺もまとめていただきたいと思います。 

【横張真委員長】 

 どうも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】 

 構想を検討する際に、次は資料４をさらに詳細化することになります。

みなさまのご意見をいただき、次の検討に踏まえさせていただきたいと

存じます。ありがとうございます。 

【横張真委員長】 

 はい、わかりました。 

 では、いかがでしょうか。どこでも結構でございます。 

 【櫻井常矢委員】 

 高崎経済大学の櫻井と申します。１回目の委員会を欠席してしまい、

大変失礼いたしました。 

 私は、建築などは全く専門外ですが、浪江町の特に県外避難者の支援

に震災直後から今日までずっと当たっておりまして、特に県外避難され

ている方々のお立場から、ここでは発言するようにしていきたいと思っ

ています。基本構想の伝承の部分なのですが、書かれていることでよろ

しいかとは思うのですが、いわゆる「伝統芸能を伝承する」というよう

な表現でとどめていいのだろうかというのが申し上げたいことです。と

いうのは、町が持続し、活性化していくためにも、やはり次の世代をど

う育てていくかということが大事だと思っています。昨年度の県の提言

の中でも申し上げたように、浪江、双葉のこの地域というのはとても豊

かな暮らしがあって、よく浪江、双葉の方が、スーパーで魚なんか買っ

たことないですよとか、買い物はしたことないです、みんなそれぞれと

ったものをそのまま食べていましたと言います。私は北関東に暮らして

いるのですが、そのあたりの魚はとてもまずくて食べられませんという

ようなことをよくおっしゃる。要するに、外に出てみて初めて、自分た
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ちがいかに豊かな暮らしをしていたかわかったということだと思うので

すが、そういったことを書いてあるとおり再び想起させる、でもいいで

す。最近よく被災者の方、県外にいる方が言うのは、特に海沿いの津波

被災地において、浪江町の自宅は全壊してしまったが、自宅の基礎は解

体してほしくないという声です。それから、町中の半壊してしまった家

屋について、中の家財道具は取り出すけれども、家はそのままにしてお

いてほしいという声が非常に多くあります。これは、要するに次の孫の

世代に見せたいということ。ただ、年齢制限があり、15歳未満の世代は

入れない、見たことがないわけです。やはり見せたいとおっしゃる。こ

れは被災者なりの伝承だと思いますけれども、そういう思いがあるわけ

です。 

 私は浪江町の成人式をずっと見ているのですけれども、ここ数年成人

式を迎えた若者は震災前で高校生、それから中学生の高学年です。この

後二、三年しますと、当時小学生だった子供たちが成人を迎えていくと

いうふうになっていき、私も子供たちの声もずっと聞いてきたのですけ

れども、やはり記憶の中にある浪江町がだんだん薄れていく。特に多感

な時期、中学、高校のころをこの町で過ごした者と外で過ごした者とで

は、やはりふるさとの捉え方も違ってくる。そんなときに、「伝承」と言

っても、やはり次の世代への響き方は違うのです。 

 申し上げたいことは、かなり意図的、意識的な働きかけが次の世代に

必要なのではないかということです。その文化芸能を見て心打たれる若

者がいてくれたら本当にうれしいのですけれども、現実はもうどんどん

みんな前に向かっています。ふるさとに回帰するというよりは、若いで

すから、前に向かっていくわけで、その次なる世代をきちんと惹き付け

なければならないのではないかと思います。 

 したがって、表現としては伝承でいいとは思うのですけれども、やは

り活力ある地域を維持していくためには、私はもう少し次の地域の担い

手を育てるという視点を持った伝承、伝承の中にはそういうことが含ま

れているとは思うのですけれども、既にあるもの、皆さんの認識の中に

あるものを前提とした伝承ではなくて、そういったことをしっかり呼び
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覚まし、また、教えていく、伝えていくという意図的、意識的な働きか

けが、次の世代を見たときに必要なのではないかと思います。それは先

のことではなくて、もう随分近いうちにそういった世代が次の担い手と

してあらわれてきます。やはり時間の経過は本当に早いと思っています

が、そのような意味合いをこの「伝承」という言葉にもう少し加えてい

ただいてもよろしいのではないかと思います。既にあるものを認識して

いるということが前提になっているのが、もう少し強い踏み込んだ表現

になってもよろしいのではないかということを前回の記録なども少し読

ませていただいて感じたことです。 

【横張真委員長】 

 どうもありがとうございます。 

 では私から１つ。資料３でございますけれども、大変的確に履歴をま

とめていただいているかと思います。この地域は、特に近世、江戸時代

以降、徳川のときに軍馬をここで生産し、それが今の北総台地あたりで

育成されてといったような、関東に馬を供給する機能というのがあり、

戦後はエネルギーの供給など、常に江戸や東京との関係性の中でこの地

域が位置づいてきたという側面もあったと思うのです。特に近世以降に

ついては、そういう側面がありました。その辺の履歴も注目、強調して

よい点と思った次第であります。それをどう今後この地域の復興に際し、

反映させていくのかいかないのかといったことも、単にこの公園だけで

はなく、この地域全体の復興を考えていく上では論点の一つとしてあり

得る点と思います。 

【涌井史郎委員】 

 大変丁寧にまとめていただいた資料だとは思うのですが、私から見る

と非常に教科書的で、きれいに整理されているという印象を免れないの

です。確かにこの地域に重層した歴史があるというのはそのとおりで、

勉強になったのですけれども、もっとつい最近の実証に対して断面的に

迫っていくような描き方をしないと、実はこれからの議論が非常に型に

はまってしまうのではないかという気がしています。この復興祈念公園

を国が考えるべきだという提言をまとめたときにもその言葉を入れたの
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ですけれども、まさにこここそ、先ほどの天明の飢饉を含めた災害を克

服して、なおかつ大変な災害の被害をずっと歴史的に受けながらも、そ

れを乗り越えてきた歴史、これを私は「克災」と表現し最近一般用語に

なりつつありますが、この克災という意味での歴史がこの地域に明瞭に

出ている。その辺を背景にしながら、もう少し発災から1,000日や1,500日

の中身を断面的にえぐり出していくということがすごく大切なのではな

いかなと思います。どうもそこの迫力が足りないのではないかという気

が一ついたしました。 

 それから、これからの議論だろうと思うのですが、前回の委員会のと

きにも、委員長のご賛同もいただいていた話だろうと思うのですけれど

も、都市計画でここを公園にするというだけではなくて、パークエリア

とか、公園的地域とか、どう表現すると適切かわからないけれども、と

にかく非常に広域的な、公園的な土地利用みたいなものをもっと積極的

に明示していく必要があるという気がするのです。 

 とりわけ今櫻井委員がおっしゃったように、伝承というのはとてもこ

れもきれいな言葉なのですけれども、もう少し踏み込んでいくと、私は

大胆なことを言いますが、特異的な集落を１つこの中につくってしまう。

いわばそういう今おっしゃられたようないろいろな思いを持っておられ

る人たちがいるだろうと思うのですが、ここへ来たらじいちゃんや父さ

んが暮らしていた、ちょうどその村と同じような雰囲気があるというよ

うなものをつくる。県外や地域外に避難しておられる方は、実はここへ

帰ってきても宿泊すらできない。それは、要するに原子力災害との関係

で宿泊できないということではなくて、施設としてそういうものがない。

そういう中で、何となく定期的にそこで出会うようなコミュニティがで

き上がっていって、その中で自然発生的に祭りが繰り返されてくるよう

な、こういうことであればすごく意味がある。国営公園には、ふるさと

村と称するそうした施設は幾つもできているのですけれども、もっとこ

こはそのような見せるというのではなくて、これを使っていただく。場

合によれば、来街者の人たちももちろんその中に宿泊してもらう。そう

いう中で本当の意味での血の通った伝承ができていくような、そういう
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施設を一つこしらえてしまうというぐらいの踏み込み方をしていかない

と、なかなか難しいのではないかというような気がいたします。 

 とにかく非常に息の長い、急がないで、心のすき間を一つずつ埋めな

がらきちんと、いわばここの被災を乗り越えていく姿を国民とともに一

緒になって考えていくという場所であるとすると、完成形のものではな

くて、いわゆる地域住民の方や、あるいは公園を訪れる来訪者の人たち

がともに、次第につくり上げていくというような、そういう施設であっ

てほしいという気がいたしました。 

【横張真委員長】 

 どうもありがとうございます。 

 さまざまなご意見をぜひこの場でお聞かせいただきたいと思います。 

【舟引敏明委員】 

 次のステップへいくということを前提にして幾つか指摘したいと思い

ます。 

 今涌井先生がおっしゃったこととほぼ通じる部分があるのですけれど

も、次は、公園をつくるためのコンセプトを整理するという段階に行く

という理解をすると、今日ご提示いただいた幾つか太字で書かれている

論点というのは、言われた意見を全部繰り返して並べて書いているとい

う段階にとどまっていて、これで、何がデザインできるかということに

関してはかなり疑問に思います。 

 前回私が申し上げたメッセージ性ということ、それからあらゆる人々

が集うかなめの場という意味について少し誤解をされているかもしれま

せん。震災への復興と鎮魂はありとあらゆる場で行われているのだとい

うことを前提にして、国と県と町がつくる代表のこの場所はそこにふさ

わしい役割があってしかるべきだという意味ですので、ここに求められ

ている役割を明らかにしていかないと、空間デザインにつながっていか

ない。特に福島ですから、日本として国レベルで、海外に発信しなけれ

ばいけないメッセージもあると思います。それから、福島県としてこの

地域について何か発信をしたい、あるいは、双葉、浪江両町として発信

したいことがあって、それぞれが同じことではないはずなので、その中
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で最も強いものをどういうふうに取捨選択して、どのフェーズで実現し

ていくかという形で少し整理をしていただかないと、この次にはつなが

らないという感じがいたします。 

 今回の論点整理で行くと、自分のほうで論点をつくっておいて、その

自分の論点に答えているということなのですが、例えばアーカイブとの

関係については複数のところで出てきてさらっと書いていますが、アー

カイブと何がどう連携していくのかというところに踏み込まないといけ

ない。それぞれ同じことを何度も書いているという点で、ちょっとこれ

ではいかがかなという気がいたします。 

 特に例えば最後、11ページの公園予定地、最後の文章ですけれども、

どこがどこにつながっていて、何をどうするのかということが全くわか

らないような文章になっています。少しそういったところも含めて修正

しないと本当に次のステップに進んでいかないというような気がいたし

ますので、あえてこの段階で申し上げます。 

【関根康孝行政委員代理（大河原聡行政委員）】 

 県のほうで昨年県提言をまとめるに当たって、地域の方々から意見を

いろいろ伺いました。その中に、今櫻井委員からあったような家の基礎

を残してほしいとか、家を残してほしいとか、あとは涌井委員からあり

ました集落なり、そういうものを残してほしいと、そんな意見も実はあ

りました。やはり子供が帰ってきたときに自分たちが住んできたふるさ

とというものを思い起こせるようなものを残してほしいという思いもあ

ったなと、委員の方々から聞いてそのようなことを思い出しました。 

 ですから、避難されている方々にはそのような思いを持ちながら、こ

の地を再生してほしいという気持ちがあると思っています。 

【涌井史郎委員】 

 私は、いろんな意味で公平性を考えたときには、パブリックの震災遺

構については、それは残せるものは残したい、残すべきだろう。ただし、

プライベートなもの、屋敷であるとか、そういうものは逆に残すべきで

はないというふうに思っている。ですから、先ほど私が言っている集落

みたいなものをつくったらどうかというのは、要するに既存の材料や何
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かを使うことは当然として、あくまでもそこに新たにつくる。そのこと

によって、所有の関係が明確にならないようにするということもすごく

大事だということはつけ加えておきたいと思います。 

【市岡綾子委員】 

 国、県、町レベルでいろいろな情報発信をしていることと、アーカイ

ブ拠点との兼ね合いという２つの視点があると考えておりますが、アー

カイブ拠点にも係っている者として申し上げます。アーカイブ拠点施設

の会議の検討は、来月に委員会の最終回があり、最終的にどのようにな

るかは決まっていませんが、現時点ではやはり次世代にどうつないでい

くかについて施設を通じて大事に捉えたいという話が出ています。その

ために次世代の人たちが関わり合えるプログラムも含めて、施設として

計画してほしいという要望を多くの委員が意見として述べさせていただ

いているという状況です。 

 櫻井委員もおっしゃったように、やはり次にどう継いでいくのかとい

うのが、福島県に居住する者として一番不安に感じることです。今ふる

さとの記憶がある子どもたちは良いのですが、やがて記憶がない子ども

たちが生まれ、今お父さんの方がおじいちゃんになったときに、孫にど

うふるさとのことを伝えていくか、ふるさとへの想いとして何を残して

あげることができるかをもう少し煮詰めていかないと、本当の伝承には

ならないと思っており、この点こそアーカイブ拠点施設と祈念公園との

連携につながると個人的に思っております。 

 それから、浜通りだけではなく、福島全体として被災を受けたという

ところに立脚した情報を発信してほしいという思いがあります。私もそ

ういう意味では被災者ですけれども、本日の資料にあります有識者ヒア

リング結果にある高橋学芸員のご意見のように、広域性をどう伝えるか

ということこそ、国や県レベルで考えていくべき復興祈念のあり方だと

思っております。多くの様々な方が訪れて福島の姿を見てほしい、それ

は当然浜通りの状況を見てほしいのですが、その方々が一旦身を寄せた

場所やそこでの生活、また例えば会津で新しい産業を興した方がいらっ

しゃるとか、中通りなどで機会を伺い、再び浜通りに戻って頑張ろうと
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思っている人がおられること、そして福島県内で様々な被災による被害

を受けても諦めずに復興していることなど、福島全体が支え合いながら

復興をしているという状況も、やはり復興祈念公園において伝えてほし

い情報と考えています。当然浪江町、双葉町でおきたこと、それから浜

通り全体でおきたことがベースとなりますが、福島県全体で浜通りの被

災時から今日の復興までを支えていたという側面も含めて、広域的とい

う視点で捉えていただけるとありがたいと思っております。 

【金田勇行政委員代理（伊澤史朗行政委員）】 

 双葉町、金田です。双葉の場合、まさに96％帰還困難区域、残りの４

％も解除は当面先という中で、今議論が出ている中でもまさに国の方針

に沿って今後拠点整備を進めていったとしても、５年を目安に拠点を整

備して、その後解除、まさに町民の方が帰還するというのは、それから

さらに先の部分になってくると思っております。 

 そんな中で、この復興祈念公園も、少し双葉側から見れば、まさに一

時的でも立ち戻るよすがですとか、あとはさらに言ってしまえば、その

後本格的に戻る、戻らないも考えてみようかというきっかけになるよう

な場所になっていくのかなと思っております。それはやはりアーカイブ

センターとも連携した中で、町民の方、戻らない人たちも一度来てみる

きっかけにもなる場所になるのかなと考えております。 

 なので、そんな中で当然こちらの復興祈念公園のほうは前の委員会の

議論、ご意見でもございましたけれども、当然長期的にやり遂げる部分

と急ぐべき部分のそういった時間の進行管理の検討も重要だというよう

なご意見も委員のほうから出ておりました。我々もそれは理解しており

ます。 

 そんな中で、まずアーカイブ拠点のほうも2020年に向けた整備の検討

もなされておりますので、その時点で何を魅力的に、一体的な形として、

打ち出していけるのかというところ、その上で長期的にはどのような公

園にしていくのだというところを打ち出していただければいいのかなと

思っております。そういう意味では、資料４で何カ所かまさに先ほど委

員のほうからもご指摘ありましたアーカイブとの連携、アーカイブ拠点
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施設との連携という部分についてもう少し具体的にどのような形でやっ

ていくのだという点に踏み込んでいただけるとありがたいと思っており

ます。 

【本間茂行行政委員代理（馬場有行政委員）】 

 浪江町からも資料４の論点に従ってご意見を出したいと思います。 

 まず、論点１の追悼、鎮魂の場というところですが、ここは今回の論

点の考え方の中で原子力災害の苛酷さについて、避難指示があったこと

や、震災関連死がもう多数出ているということを今のところしっかり考

え方の中で押さえているというところについては、感謝を申し上げたい

と思っております。福島ならではの祈念公園でこの点は不可欠なので、

ここについては評価したいと考えております。 

 論点２では、民俗芸能の継承を支える場、地域、歴史、文化を継承し

ていく場にしたいという視点が考え方で盛り込まれております。立地す

る双葉地方、浪江、浜通りの歴史や文化を踏まえていただいたものとい

うことで感謝したいと思っています。ただ、そういう背景はありつつも、

この公園は浜通りだけではなくて福島県全体の絆を深める場、心の拠り

所となることが大事だと思っております。したがって、こういう伝統芸

能といいましても、県全体の芸能とか祭りとかというのを伝承していく

支える場となっていくことも大事ではないかと思っております。 

 この論点２の考え方は、まさに震災を風化させないということを目的

としたものだと思います。一方、福島県には風評というものがあります。

風評を払拭していくという視点も福島県全体としては大事だと思ってい

ます。これは論点３の考えともリンクしてきますが、ふるさとが元気に

なっていく姿とか、魅力を確認して、イベントやさまざまな催しを行う

ことで魅力を発信していく、県全体の魅力を発信していく場となってい

くことも大事だと思っております。 

 論点３のところは、復興への決意というところで、復興への覚悟、意

志を示す場という考え方については浪江町としての考えが示されている

ということですので、評価したいと思っております。この点も福島なら

ではのところです。特に原子力災害の直接被災地の復興への動きは、復
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興祈念公園の整備と並行して始まっていくという段階です。当然避難先

から戻る方もいれば、戻るか戻らないか逡巡する方、戻りたいけれども、

戻らないと決めた方、戻らないと決めたけれども、悩んでいる方、そう

いう方がいろいろいる段階であります。 

 このようにさまざまな考え方がいるということを認めて、そういう考

えもあるのを受け入れながらも、多くの人に復興していくのだというメ

ッセージは発信していく、そういう覚悟は発信していく、そういうシン

ボルとしての公園になってほしいと思っております。 

 あともう一つ、論点３では、復興が進むプロセスを示していくという

ところ、これも私どもは賛同したいと思っております。やはり私どもと

しては、この公園を核として交流という視点を大事にしたいと思ってい

ます。復興には人が不可欠であります。この公園が国内外からの交流人

口の拡大につながって、町の活性化が図られていくことが町にとっては

欠かせない要素であります。現在町ではまちづくり会社的な団体を立ち

上げようという動きが出てきております。行政では手の届かないところ

を民間の自由な発想で多様なまちづくりを担ってもらいたい。そういう

方々が公園の利活用や公園づくりに携わってほしいと思っております。

復興が進み、戻った方が増えてくるとこういう活動主体も多様化し充実

してくる。県民全体で公園をつくり上げていくのだという視点が大切だ

と思います。したがって、町としても、町自身やまちづくりについて真

剣に考える住民と一緒になって今後の公園づくりに協力していきたいと

考えているところであります。 

【舟引敏明委員】 

 今の意見をお伺いしたところで、ではこの公園がどんなメッセージを

発信すればいいのだろうかということをきちんと考えていかなければい

けないのだと思います。 

 例えば他の例を申します。広島の平和記念公園がどんなメッセージを

発しているか、あえて説明することもありません。現地を見られるとわ

かりますけれども、丹下健三先生がつくられたデザインで、一番メイン

の軸線の中に馬の鞍のようなシンボルがあって、そこをのぞくと向こう
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に原爆ドームが見える。そこでみんな手を合わせて花を献花するという

しつらえができています。言葉で何の説明をしなくても一つのシンボル

であり、メッセージが伝わっていくというデザインで、かなりよくでき

ています。 

 ベイスターズの本拠地の横浜スタジアムがある横浜公園は、中に入る

とスタジアムが巨大でぱっとわからないのですけれども、大正の関東大

震災のときに東京だけでなく、横浜も大火災に見舞われまして、横浜公

園に逃げ込んで相当数、数千の人が助かったという事実があります。現

地を見ても全くわからないのですが、実は公園の中のかなり目立つとこ

ろにその事実を書いた記念碑がありまして、ここでこの池の中だとか木

の陰に来られて難を逃れた云々という、まさにメッセージそのものなの

です。それをもって初めてこの公園がどれだけ意味を持っていたかとい

うことがわかる。 

 これらの例は片方の極端から片方の極端の例ですけれども、福島の復

興祈念公園で最終的にはどのメッセージを最優先してそこに表現をする

のかということを考えなければいけないのではないかと思います。 

 例えば岩手だと一本松がありますし、宮城だとがんばろう！看板が暫

定的なメッセージシンボルとなっており、そこに今でも相当数の人が訪

れているということもあわせて考えていかないといけないと思います。

そう考えれば、どういうコンセプトをどういうふうに打ち出していくと

いうことがまずステップとして、長期的な話と短期的な課題と、多分一

本松を考えていただければわかると思うのですけれども、両方に意味を

持つのではないだろうかと思います。そういうところは皆様方のご意見

を聞きたいところです。 

 宮城で議論したときにもう一つ大事な話がありました。海をどう取り

扱いますかという問題提起をいたしました。福島の場合は少し様相が違

いますけれども、津波被害がほとんどですので、海は加害者である。一

方で、それまでそこの沿岸で暮らしを立てていた、恩恵をもたらしてき

たものでもあるので、公園の中で海をどのように位置づけますかという

提起です。これはもう僕ら外の人間ではわからないので、地元の方々が、
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やっぱり海は憎いのだけれども、それでも恵みの神であったことは確か

だということも踏まえて、プランの中に海の見える場所を設けるとか設

けないとか、そういう議論をした記憶があります。そういう意味では、

福島の場合も一応海をどういうふうに捉えているのかということと、今

おっしゃった原子力災害というものをどう捉えているかということの２

点を少し議論して整理しておく必要があるのではないかと思います。 

【関根康孝行政委員代理（大河原聡行政委員）】 

 今の話、いろいろ聞きながら思ったのですけれども、現地には諏訪神

社がある丘陵地があります。そこに上がりますと、これから復旧される

であろう海岸線、その裏の防災林地越しに恐らく太平洋が一望できるこ

とになります。南には中間貯蔵地がすぐそばですから、丘を越すと第一

原発の施設の一部が恐らく見えるのではないかと思います。南にはマリ

ーンハウスふたば、北に行くと請戸小学校、あるいは復旧、復興された

請戸漁港、請戸川、そういうものがおそらく一望できて、それに通ずる

昔からの道路は、津波の後も残っています。道路と河川が残っている。

確かに今舟引委員からの話を聞いていると、そういうロケーションを大

切に使っていけば、帰ってきた被災者の方々、あるいはそこを訪れる国

内外の方々がそこを一望する、そこから見ることによって被災の状況や

今置かれている復興の状況から、まだまだ続くであろう中間貯蔵地の動

き、あるいは双葉、浪江、両町の復興まちづくりの動きも恐らく見るこ

とができるのかなと思います。そういう意味では、広島、長崎とはまた

違うのでしょうけれども、そういう地形、地物を使うことによって、福

島の復興祈念公園らしい情報の発信ができるのかなと感じて聞いていま

した。 

【涌井史郎委員】 

 この発言は大変勇気が要るのですけれども、要するに日本全国を見て

2050年の人口減少を考えていくと、50％以下になるというのが16都道府

県で出てくるわけです。特に弱小な自治体であればあるほどそういう傾

向は強い。日本全体がそういう人口減少社会という状況にさらされる。 

 ただ、この相双地域は原子力災害によって、他動的要因でさらにそれ
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に拍車をかけられたというところに非常に大きなポイントがあって、私

はそういう災害が人口減少に拍車をかけたということがなければ、いわ

ゆる集落が消滅したり、あるいは自治体そのものが合併をしていったり

するというのは、これからごく当たり前に起きてくることだろうと思う

のです。 

 ただ、そこで考えなければいけないことは、前の委員会でも申し上げ

たのですけれども、私ごとで言えば、私は漂流民なのです。漂流民とい

うのは、東京に暮らしていて、要するに自分の、ふるさとという縁に綱

をもやうことができない。恐らくここで暮らして、ここで育ってこられ

た方々、あるいはそこでその縁を持って暮らしている方々にとってみれ

ば、ここにこういう公園ができたというのは、ある種船のもやいをつな

げる大きな、場合によると桟橋かもしれないし、場合によるともやいの

柱かもしれない。そこのところをきちんと考えていくということがとて

も大事です。先ほど交流という話がありましたけれども、これから日本

全国に起きてくるのは多分交流ではないと思うのです。滞留現象だと思

うのです。つまりＡさんはあるときにはここに住み、あるときにはこち

らに住む。これが当たり前になってくる。マルチハビテーションが当た

り前になってくる。特にＩｏＴとかＩＣＴが発達してくると、どこでも

仕事ができるという環境になります。 

 そういったときに、自分のふるさとがそこにあるのだという点が１番。

それから、帰れる場所があるのだというのが２番。それから、帰れる場

所がないとしても、ここに行けば、自分のふるさとの香りとかにおい、

そして味が満喫できるのだという点が３番。そのような場所をこしらえ

ることが非常に重要ではないかという気がするのです。 

 そういう意味で、先ほど申し上げたように今までこの土地にはさまざ

まな歴史があって、それを克服しながらこの土地とつながって生きてき

ました。ランドスケープの語源というのは前にもお話ししましたが、ラ

ンドシャフトです。地縁結合型社会が人と自然との共生の中でうまく表

現されている風景というのがランドシャフトという意味ですので、そう

いう場所をつくるということがとても大事だと思うのです。つまり、要
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するに人口減少や集落消滅というところに余り後ろ向きにならないで、

むしろ未来に向かって、自分の内発的な考え方で自分の人生の選択をし

たのではなくて、他動的要因で選択させられたという点に大きな焦点を

絞りながら一つの帰れる場所、もやう場所をつくるということがすごく

私は大事なのではないかと思います。 

 そういうことは、実は相双地域だけではないわけです。これから場合

によると、東京だって東京湾北部地震がいつ起きるかわからない、ある

いは東南海だって喫緊の課題になっている。そういったときにこういう

モデルがあるということは実は日本にとって大変大事だし、それから世

界にとってもひょっとすると大事かもしれない。そのようなもっとポジ

ティブな考え方をどうやってメッセージとして打ち出すのかということ

がとても大事だというふうに思うので、先ほど私が申し上げた長い悠久

の歴史があるということはいいけれども、ここにやはり1,500日から2,000日

の生々しいところをしっかり評価するということが大事なのではないか

という気がいたします。 

【櫻井常矢委員】 

 話が盛りだくさんになってきて、整理することはできませんけれども、

さっきのメッセージの問題は難しいですね、やはり宮城、岩手と違うの

は、特に双葉、浪江は当事者が今その土地にいない、まだ帰ってきてい

ない、復興事業はやっていますけれども、当事者たちがいない中で今、

公園論議をやっているわけなので、むしろこれは誰に対するメッセージ

なのか、誰に対してこの公園がメッセージを発していくのかという整理

があっていいのではないかと思います。これはふるさとの再生であって、

やはり当事者である浪江町民、双葉町民に対して、まずは送らなければ

ならない。その先に県民があり、国民があり、そして以前から議論にな

っている世界に対しての発信がある。その時間軸でこれから長い時間を

かけてこの公園というものをイメージしていく必要があるのではないか

と思います。 

 それとの関連で、今この1,500日の複雑な事情の涌井先生のお話で、こ

れから特に浪江町は帰還が始まるわけなのですけれども、私は今県外に
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避難している皆さんと議論している中で思うのは、今までは福島に帰っ

た人と帰らなかった人という整理なのです。それは浪江町に帰らないと

いうことは共通としてあったのでよかったのですが、これからは浪江町

に帰った人と帰らない人という、口には出さないけれども、そういうレ

ッテルが貼られてくる。皆さんいろんな思いを持っているのです。やは

り精神的な壁、距離がある。やはり帰らない者にとっては、ある方は、

申しわけないという罪悪感でいっぱいだということをおっしゃる。逆も

ありで、帰る人、帰らない人という、そういう町民同士の複雑な心情が

これから出てくる。そういった意味では、これからが本当の復興、ある

いは、復興の新たな段階にいよいよこれから入っていくのだろうと思い

ます。 

 そういった意味では、これは昨年申し上げたのですけれども、力強い

復興ということ、その復興ということを心から歓迎する人たちが一体ど

れぐらいいるのか。復興を望まない人はいませんけれども、今自分が置

かれている立場から見たときの復興というものに対する思いというのは

極めて複雑ではないか。やはり帰るべきだったのではないか、ここに土

地を買った、家を買ってしまったのは間違いだったのではないか、実際

に関東近郊でも福島の皆さんで土地を買って家を建てた人も、福島出身

ということを伏せて生きているという人はかなりの数いらっしゃいます。 

 そういったことを思ったときに、やはり長期的なビジョン、持ち方で

す。先ほどの涌井先生のお話にもあったように、やはりふるさとという

意味では共通なので、私も本当に自分のふるさとはどこなのだろうとい

うぐらい転居ばかりしてきたので、浪江の人と話して一番うらやましい

のは、どこにいる人もみんな浪江を誇らしげに語る、そこだけはもう共

通項です。前に向かう復興、町がどう変わっていくのかということだけ

ではなくて、先ほど議論にあったようにかつてあった浪江町、つまり戻

らない人たちにとっての浪江町、被災地ということも大事にした公園の

あり方、メッセージ性もやはり大事にしていくべきではないかと思いま

す。 

 とにかく多様な思いがあるので、一つの価値観で前に進んでいくとい
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うのは非常に危険ではないかと思います。力強い復興という言葉はいい

のですけれども、この前の浪江町長の発言の中にあった長い時間を要し

てでもという、その言葉があるだけで全く気持ちの持ちようが変わって

くる。復興を望まない人はいないのですけれども、長い時間をかけてそ

ういった復興を進めていく、そういった意味では帰還しない人たち、ふ

るさととつながっていたい人たちも対象に見据えた公園のあり方という

ものを考えていかなければならないのではないかと思います。 

【長林久夫委員】 

前回の委員会で浪江町長が言われたのですが、浪江町の復興の理念の

中に困難な中から必ず復興すると、そしてみんなでともに乗り越えよう

というようなお話をお伺いしました。やはりこの復興祈念公園とはこう

いう精神が必要なのだろうと考えております。 

 そうすると、今回の論点３つでまとめていただきましたが、追悼と鎮

魂の場はどうあるべきかという中では、やはり複合災害、直接・関連死、

そして生活の場を失ってコミュニティも崩壊して町がなくなった。それ

の状況を正確に伝える、これはアーカイブ施設との関連もありますが、

やはりこの観点を忘れてはならないだろうというふうに考えております。 

 そして、避難された方は、仮の町で、遠隔地に避難されて、仮設で生

活している状況もございます。それぞれの課題への対応も掘り下げてみ

る必要があるのではないかと考えます。 

 そして、２番目の記憶と教訓の伝承の場としては、やはり複合災害か

らの激動の日々というところは正確に記していただきたいと考えており

ます。本日の最後の資料の中にもありますが、強い意志の発信の場です

が、これは先ほどからご意見が出ております。地域の町民の復興のまち

づくりに私は双葉町で参画させていただいたのですけれども、ほとんど

の住民の方は戻れない状況の中でふるさとを思い、何回も何回も論議を

重ねていただいたというのが非常に記憶に残っております。そうすると、

やはり新たな出発を見せる必要があるということで、これは段階的な取

り組みでよろしいのだと思っております。例えば地域、それぞれのまち

で農業、工業、商業の再出発をどう図っていくのか、そういう心づもり
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と新たな形というものがうまく表現できれば本当に地域再生のさきがけ

になってきて、ふるさとの記憶を想起して心の拠り所、新たな次の段階

へ進めるということを世界に発信できる内容になっていくと思うのです。

形としては非常に難しいのですが、ぜひそんな視点で住民の方々に寄り

添った内容をまとめていただいて、それをうまく発信していく場として

の公園にしていただければと思っております。 

【横張真委員長】 

 大分議論がいろいろなところに参りまして、なかなかこれをまとめて

いくのも大変なのかもしれません。先ほど櫻井先生からも、あるいは市

岡先生からも、次にどうつなげていくのかという点についてご発言がご

ざいました。特にあと数年もたてば、かつて小学生だった人たちが成人

を迎える。そういった世代に対してどうやってつなげていくのかという

ご発言がございました。あえて不謹慎な言い方になるかもしれませんけ

れども、やはり確かに災害があり、強制的に避難せざるを得なくなった

という事情があるけれども、一方で歴史としておまとめいただいた中に

もあったように、かつてさまざまな楽しみがあり、おいしい魚を毎日食

べるといったような暮らしがあり、そうした活気とか、楽しみとか、あ

るいは自由とか、そういったものがこの地にあったということも大変大

事な履歴なのではないかと思うのです。特に若い人にとってみると、く

すりと笑いでもしたらすぐにたしなめられてしまうというような場だと、

やはり魅力というところにはつながっていかない。テーマパークをつく

るわけではもちろんないので、娯楽という意味ではもちろんありません

が、楽しみであってみたり、活気があってみたり、元気があってみたり、

そしてさまざまな災害を克服してきたという中にも常にそうしたものが

あった。そういった点を伝えていくということも大変大事ではないかと

私は思います。 

 きょうの会議もそうなのですが、ちょっとでも不謹慎なことを言うと

すぐ叱られてしまうというような、何か非常に重苦しい雰囲気が何とな

く充満してしまっていて、この部屋全体が何かずしっと重いような空気

を感じるのです。けれども、そもそも私たちが今ここで議論しているの
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は公園をつくろうということであり、それはもちろん鎮魂・追悼の場で

はあるのですが、先ほど涌井先生もおっしゃったように、2050年にはも

うこの国がどんどんと超高齢化していって、人口が減っていくけれども、

元気にやっていこうではないかというところもぜひメッセージに込める

べきなのではないかと思います。 

 きょうは幾つか宿題を先生方からいただきまして、やはり誰に対する

メッセージなのか、メッセージを発信していくのだといった場合でも誰

に対するメッセージなのか、ここをもう少し整理して考える。そしてそ

の誰という中には、当然のことながらさまざまな考えの方、さまざまな

立場の方々がいらっしゃって、それをどういうふうに捉えていくのかと

いうことがまずは大事なのではないかというお話があったと思います。

そのときに色々なメッセージを単純に上乗せで上塗りしていってしまう

と何色だかわからない色になってしまう。かといって、ではパーツごと

に分けて、それで点描画みたいなモザイクにしていくのが正しいかとい

うと、それもまた違うのかもしれない。では、いっそ何も塗らない。そ

れもまたその選択肢ではないとすると、そうしたさまざまな思いとか、

さまざまな立場とか、さまざまな考えをどういうふうに具体の色として

この公園の上に展開していくのかと、そこがうまく整理されないとそも

そも公園のデザインにならないというのが舟引委員のご指摘だったので

はないかと思います。その誰に対するというところをもう少し見きわめ

ていく必要があるのではないか。そして、その中にはやはり原子力災害

をどう捉えるか、あるいは海をどのように捉えていくのか、この辺も論

点になるのではないかというお話があったかと思います。 

 それから、涌井先生からも、日本全体を今後変えていく、縮小社会と

いう問題に対するある種の回答といいますか、あるいはフロンティアと

しての位置づけといったような、そういう考え方もここにはあるのでは

ないかといったご指摘もあったかと思います。 

 最後に私の申し上げた点。例えば広島の平和記念公園というのが舟引

委員から一つの例として出されましたけれども、平和記念公園は、戦争

であり、原爆であり、兵器であり、殺人でありと、誰がどう考えても悪
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である、その記憶をどういうふうに未来に伝えていくかということだと

思うのですけれども、この公園が背負っているのはそうした面だけでは

当然なくて、この地域の文化であり、人々の活気であり、暮らしであり、

楽しみでありというところも当然表現していくべきものであって、そこ

が恐らく平和記念公園という存在とは決定的に違うところなのではない

かと私は思います。メモリアルという言葉は、まさにそうした面も含む

言葉なのではないかと思います。 

 ほかにもいろいろとご意見頂戴しましたが、もし論点として落として

いた部分がありましたらばぜひご指摘いただきたいのですが、いかがで

しょうか。あるいはまだご発言いただいていない委員の方々につきまし

ても、この機会にぜひご発言をいただければと思いますが、いかがでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

（「なし」の声） 

 

【横張真委員長】 

 では、事務局のほうから。 

【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 大変濃密な議論をありがとうございました。舟引先生、そして涌井先

生、横張先生、そして櫻井先生、そのほかの皆様方に色々なご意見をい

ただきまして、またその意見を踏まえつつ、第３回の基本構想に向けた

考え方の充実に努めてまいりたいと思います。意見をまとめただけとい

うことではなく、そこに踏み込んでまいりたいと考えてございます。一

つ一つということはもう時間もないと思いますので、委員長に取りまと

めていただいたポイントを中心に対応してまいりたいと考えてございま

す。 

 以上です。どうもありがとうございました。 

 

４．そ の 他 

【横張真委員長】 

 それでは、次第としては、最後にその他とございますけれども、事務
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局から何かございますでしょうか。 

【鈴木東北地方整備局建政部都市調整官】 

 それでは、資料５をご覧いただきたいと思います。最後に、今後のス

ケジュールのご確認をさせていただきます。資料５でございますが、今

回第２回の会議、28年11月21日ということで、次回第３回、１月の開催

予定、そして第４回は３月でございます。その上で、日程の調整が整っ

てまいりまして、１月はおよそ下旬、３月は上旬、第１、２週ぐらいで

ご連絡を申し上げさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 以上、スケジュールのご説明をさせていただきました。 

【横張真委員長】 

 どうもありがとうございました。 

 では、ほかにないようでございましたらば進行を事務局にお返しした

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】 

 委員の先生におかれましては、長時間にわたりご審議ありがとうござ

いました。 

 

５．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２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。ありがとうございました。 

（午後 ４時５３分） 


