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１．基本計画の検討項目
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≪ 基本構想の「基本方針」 と 基本計画の検討項目≫

(1)生命（いのち）をいたむ

(2)事実をつたえる

(3)縁（よすが）をつなぐ

○ 追悼と鎮魂の場のあり方

○ ふるさとと人々※２を結ぶ場のあり方

(5)基本方針実現のために
留意すべきこと

○ 多様な主体の参画・交流
のあり方

○ 利用者の安全・安心の確保
のあり方

○ 被災地の状況をふまえた段階的な整備・管理のあり方

• 国営追悼・祈念施設（仮称）の位置、内容
• 追悼と鎮魂の場の規模、形態等

上記に共通する事項

基本方針 基本計画の検討項目

基本方針に共通する
検討事項

•公園利用者の避難の考え方
•公園利用者への空間放射線量等の情報提供のあり方

※ 国、県、町の役割分担のあり方

○ 植栽計画のあり方

• 周辺地域の観光施設、産業施設、情報発信を行う施設
との連携のあり方

• 公園の管理運営のあり方

※１）震災；東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故により広域にわたり甚大な被害が生じた未曽有の大災害
※２）人々；ｱ)避難が継続する人々、 ｲ)震災前の住所に帰還した人々 、ｳ)新たな土地に居住する人 、々 ｴ)支えあい助け合おうとする人々 等

○ 震災※１の脅威、被害を伝え、
教訓を学ぶ場のあり方

•教訓の伝承のあり方
• ｱｰｶｲﾌﾞ拠点施設、公園周辺地域の震災遺構等との連携
のあり方

(4)息吹よみがえる

個別の基本方針には当てはま
らない行政としての検討課題

○ 追悼と鎮魂の場のあり方

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

○ 展望地のあり方

Ａ



２．検討状況と検討の方向性
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◆ 基本方針
•福島県、さらには被災地全体の追悼と鎮魂の中核的な場所として、国内外のあらゆる人々が集い、東日本大震災によ
り犠牲となったすべての生命（いのち）への深い追悼と鎮魂の場を整備し、犠牲となった動物に思いを致す慰霊碑を
整備する。

◆ 当公園に必要な主な空間機能
•福島県における東日本大震災の死者・行方不明者は、津波等直接的な被害で亡くなられた人々に加え長期の避難生活
等により亡くなられた人々が数多く存在する。よって、当公園は、丘や広場など犠牲となったすべての生命（いの
ち）への追悼と鎮魂の中核的な施設を設ける。併せて、相当規模の式典を行うことができる場を設ける。

◆ 空間配置方針
•津波からの避難場所となった両竹山を背後に、地域の歴史・文化や東日本大震災の被災を表す、請戸地区等の各集落、
請戸小学校、アーカイブ拠点施設の方向をふまえ、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
悼と鎮魂を行い、その被害や津波の高さを実感し、教訓を学ぶことができるよう、丘や広場など追悼と鎮魂の中核的
な施設を配置する。

基本構想における位置づけ

○ 追悼と鎮魂の場のあり方

Ａ 「 追悼と鎮魂の場のあり方 」、「 展望地のあり方 」

○ 展望地のあり方

◆ 基本方針
•当公園は、震災による被害の原因となった震源方向や福島第一原子力発電所等を望み、公園で東日本大震災の被害や
津波の高さを実感する場を整備する。

◆ 当公園に必要な主な空間機能
•東日本大震災の原因となった海（震源方向）、福島第一原子力発電所事故の発生場所を示す排気筒、震災により被害
を受けた市街地、福島第一原子力発電所事故により避難した各地の方向、災害からの復興の場となる双葉町中野地区
復興産業拠点、中野地区、両竹地区等を望み、再生の息吹を感じることができる展望地を設ける。

◆ 空間配置方針
•震災の原因となった海（震源方向）、福島第一原子力発電所、福島第一原子力発電所事故による各避難先の方向、請
戸小学校、被災集落跡地等の浸水区域、今後復興が進んでいく双葉町の中野地区復興産業拠点、中野地区、両竹地区
等を望み、追悼と鎮魂の中核的な施設から容易にアクセスすることができるよう、両竹山を中心に展望地を配置する。



3

基本計画の検討方針

•基本構想が示す空間配置方針、空間機能（津波からの避難場所となった両竹山を背後とする、東日本大震災により犠牲と
なったすべての生命（いのち）への追悼と鎮魂を行う被害や津波の高さを実感し教訓を学ぶ丘や広場など追悼と鎮魂の中
核的な施設を配置する、相当規模の式典を行うことができる場とする）に基づき、両竹山との関係、海（震源方向）等へ
の眺望、震災遺構とすることを検討している施設等の方向、それらの視認性、広場が確保できる平坦地等の具体的な条件
を現地調査（景観調査等）により定め、最適な立地や環境を検討する。

•震災の原因となった海（震源方向）、福島第一原子力発電所、福島第一原子力発電所事故による各避難先の方向、公園内
及び周辺の震災遺構、慰霊施設、公園周辺における伝統行事等歴史民俗的特性等の側面から施設配置、利用者動線等を検
討する。

•災害復旧事業等（県道長塚請戸浪江線、広野小高線、前田川河川堤防、防災林、海岸堤防等）の事業計画を整理し、それ
ら施設等との関係から一定のまとまりのある面積を確保することができる場を検討する。

A-1 国営追悼・祈念施設（仮称）の位置、内容

A-2 追悼と鎮魂の場の規模、形態等

•先行して設計・整備が進む復興祈念公園、福島県沿岸部において自治体等が整備している追悼と鎮魂の場、国内外の追悼
と鎮魂の場の整備事例を整理し、追悼・鎮魂の場に必要な基本的な機能、空間構成（式典等を開催するための広場空間、
献花台、追悼と鎮魂の場へのアプローチ空間、緩衝域等の有無等）等について検討する。

•両竹山を中心とするエリアにおいて、災害復旧・復興事業の完成後の姿を想定した上で、現地調査、景観解析調査により、
震災の原因、復興の息吹等への眺望特性を整理し、展望地の候補地を抽出するとともに、展望地の環境、機能（整備可能
な高さ・規模、バリアフリー動線、眺望範囲等）について現地調査、文献調査を行い、眺望特性等と併せて総合的に最適
な位置、高さ、規模、形態等を検討する。

•当該地域は埋蔵文化財指定を受けていること及び諏訪神社の近傍に位置すること等の現地条件を踏まえ、展望地の位置、
形状を検討する。

A-3 展望地の位置、展望対象等
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有識者委員会、空間デザイン検討ワーキング等での意見

≪位置≫
•丘陵を区域に含むことは当公園の地形的特徴であり、エントランスから地形を活かした展望地を経て祈りの場に至るシーク
エンス＊を重視して位置を検討することが重要である。

•双葉町と浪江町をつなぐ公園検討区域中央部が重要だと考える。
•アーカイブ拠点施設との距離感も重要な検討のポイントと考える。
•国営追悼・祈念施設（仮称）は複数の「ふるさとと人々を結ぶ場」をつなぐ（要となる）位置が望ましい。
＊）シークエンス：視点が移動し次々に移り変わるシーンを継起的に体験すること。（その連続に意味上の脈絡がある場合に用いることが多い。）

≪内容≫［祈りの方向］
•多様な祈りの方向を許容する空間とすべき。
•特定の「祈りの方向」を定めることは必要であろうか。
•会津や中通りの人々が浜通りを訪れるときに、海を強く意識していると思う。
•中世城郭がつくられ、諏訪神社があり、地域の知恵が結集された両竹山の方向ではないか。

≪規模、形態等≫
•災害の悲惨さや犠牲者の無念さを永続的に伝える、モニュメンタルで悲しみが伝わる施設であるべきだ。
•道路（県道広野小高線、県道長塚請戸浪江線）により空間が分断されないようにすべき。
•この土地に生きる意味を問い直す思想と、今回の事故を普遍的な悲劇として問い直す思想を、上手くオーバーレイして、
多様な意味を、この場に来た人が感じ取る空間にするにはどうすればよいかを考えていきたい。

•公園検討区域の中央を前田川が流れ、今回の災害が水に関係するものであることから、「水」の扱いが重要である。

A-1 国営追悼・祈念施設（仮称）の位置、内容 、 A-2 追悼と鎮魂の場の規模、形態等

≪展望地の位置≫
•展望による学習効果は大きい。歴史的資源等に配慮しながら両竹山に展望地を設けられないか。
•ビューポイントの位置、高さ等を詳細に分析し、訪れた方にどこで、何を、どのように見せるのか検討することや、場所と
アクティビティを動線とともに考え、訪れた方がどこにどのように行けば震災を感じることができるのか検討することが必
要である。

•諏訪神社がある両竹山には、古代の横穴墓、中世の城郭、江戸時代の寺、戦時中の防空壕がつくられたとともに、その場所
に発災直後皆が避難した。両竹山の活用に当たっては歴史的資源への配慮が必要である。
≪展望対象等≫
•海への眺めを重視してほしい。
•被災した家が見下ろされることについては、住民として快く感じない。

A-3 展望地の位置、展望対象等
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検討の方向性とポイント

１．国営追悼・祈念施設（仮称）の位置、内容 、２．追悼と鎮魂の場の規模、形態等
（１）最適な立地や環境
○基本構想に示す「当公園に必要な主な空間機能」、「空間配置方針」に適合する環境条件、場所の検討イメージ等か
ら、国営追悼・祈念施設（仮称）の位置を、前田川左岸側（公園検討区域北部）とすることで検討を進める。

（２）内容（施設配置、利用者動線）
○以下の考え方で利用者動線、施設配置について検討を進める。

• 展望地から復興祈念公園、震災の原因となった海（震源方向）等を俯瞰した後、平地に降り、被災した集落の住居
跡等震災の脅威、被害を伝え、教訓を伝承するための主な要素を身近に感じながら、祈りの場、式典広場に至る。

（３）機能、空間構成
○導入する機能、空間構成として、以下について検討を進める。

ⅰ）中核的な祈りの場となる空間（多様な祈りの方向のための全方位性が確保された空間）
ⅱ）シークエンスを重視した祈りの場へのアプローチ空間
ⅲ）式典等を開催するための広場空間
ⅳ）式典をサポートする休憩施設等
ⅴ）展望地
※ふるさとと人々を結ぶ場（伝統行事の継承活動の場）も併せて検討（P.14Ｃ参照）

○追悼と鎮魂の場の規模、形態等については、今後以下の課題等を考慮しつつ引き続き空間デザイン検討ワーキングで
検討を進める。
ⅰ）周辺への景観インパクトを考慮した空間構成要素の規模、形態の検討
ⅱ）公園検討区域の利用動線、災害復旧事業等をふまえた空間構成要素の規模、形態の検討

３．展望地の位置、展望対象等
（１）展望地の位置、高さ、展望対象
○地域の歴史を伝える場であり、複数個所から、震災の原因、震災の脅威、被害を伝え、教訓を伝承するための主な要
素、復興の息吹を望むことができる両竹山に設置することについて検討を進める。

○防災林の生長後も海を望むことができる標高約20ｍ以上の高さを想定する。一方、両竹山は樹林で覆われていること
から、大規模な樹林の伐採は避け、複数の展望地より複数の展望対象を望めるよう、各展望地の位置、それらへのア
クセス方法等について検討を進める。

○埋蔵文化財包蔵地であることから、埋蔵文化財調査等をふまえ、歴史的資源の保全に配慮した展望地の整備のあり方
について今後検討を進める。
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参考：基本構想に示す「当公園に必要な主な空間機能」、「空間配置方針」に適合する環境条件、場所の検討イメージ

当公園に必要な
主な空間機能

空間配置方針 環境条件

ａ．被災地全体
の追悼と鎮魂の
場

ア．津波からの避難場所となった両竹山を背後に、地域の歴史・文
化や東日本大震災の被災を表す、請戸地区等の各集落、請戸小
学校、アーカイブ拠点施設の方向をふまえ

① 両竹山を背後とする場

イ．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
追悼と鎮魂を行い、その被害や津波の高さを実感し、教訓を学
ぶことができるよう、丘や広場など追悼と鎮魂の中核的な施設
を配置

② 丘や広場を整備でき、相当
規模の式典を行うことがで
きるまとまった平坦地

ｂ．震災の原因
を知り、再生の
息吹を感じる場

ウ．以下を望む
ⅰ．震災の原因となった海（震源方向）、福島第一原子力発電所
ⅱ．福島第一原子力発電所事故による各避難先の方向
ⅲ．請戸小学校、被災集落跡地等の浸水区域
ⅳ．今後復興が進んでいく双葉町の中野地区復興産業拠点、中野
地区、両竹地区等

エ．両竹山を中心に展望地を配置

③ 両竹山を中心に、ⅰ．～ⅳ．
の多くを望める場

オ．追悼と鎮魂の中核的な施設から容易にアクセスすることができる ※上記①～③の周辺（上記と連動）

ｃ．震災の脅威、
被害を伝え、
教訓を学ぶ場

カ．双葉町・浪江町沿岸部の中心であり地域の歴史を残す請戸地区、
震災遺構とすることが検討されている請戸小学校、原子力災害
の教訓・知見の継承、世界への情報発信等を行うためのアーカ
イブ拠点施設等と連携

キ．東日本大震災の事実を伝えるフィールドを配置

○ 全体
（特に、アーカイブ拠点施設と
の連携については、
④ アーカイブ拠点施設の周辺）

ｄ．ふるさとと
人々を結ぶ場

ク．民俗芸能等の伝統行事、花やみどりは心のやすらぎやにぎわい
をもたらすことから、多くの人々が参画できるよう、ふるさと
と人々を結ぶ場を配置する

○ 全体
（特に、伝統行事の継承活動の
場については、

⑤ 伝統行事の演者が両竹山を
望める場)

上記に共通

ケ．公園及びその周辺地域に来訪する人々が、公園をはじめとして、
双葉町・浪江町沿岸部、福島県内各地へ回遊し、よみがえる福
島の息吹を一層感じられるよう、地域の再生の拠点、産業復興
の拠点等と連携

○ 全体



３．基本計画の検討方針（案）
基本構想に示す「当公園に必要な主な空間機能」、「空間配置方針」に適合する場所の検討イメージ

7※災害復旧事業等関連事業（河川堤防、海岸堤防、 防災林等）整備後を想定。

「当公園に必要な主な空間機能」、
「空間配置方針」に適合する環境
条件の①、②、③、⑤に合致する
「前田川左岸側

（公園検討区域北部）」
を国営追悼・祈念施設（仮称）の
最適な立地、環境として設定する。

前田川左岸側
（公園検討区域北部）

≪環境条件≫
①：両竹山を背後とする場
②：丘や広場を整備でき、相当規模の式
典を行うことができるまとまった平
坦地

③：両竹山を中心に、震災の原因となっ
た海（震源方向）、福島第一原子力
発電所等の展望対象の多くを望める
場

④：アーカイブ拠点施設の周辺
⑤：伝統行事の演者が両竹山を望める場

①
②

④

③

②

※復旧の道路線形

について調整中。

⑤



３．基本計画の検討方針（案）
国営追悼・祈念施設（仮称）を含む、公園全体の空間イメージ

8

■前田川左岸側（公園検討区域北部）において配置が考えられる空間

■前田川右岸側（公園検討区域南部）において配置が考えられる空間

◆ 国営追悼・祈念施設
（仮称）

◆ 被災集落跡（両竹地区、中浜地区の住宅の区画、街路
等）を保全・活用した震災の脅威、被害を伝え、教訓を
学ぶ場、ふるさとと人々を結ぶ場

◆ 町道両竹・請戸線（地震・津波によるズレ）を保全・活
用した震災の脅威、被害を伝え、教訓を学ぶ場

◆ 演者から両竹山が望める場におけるふ
るさとと人々を結ぶ場（伝統行事の継承
活動の場）

◆両竹山の地形を保全・活用した、展望地

◆ ふるさとと人々を
結ぶ場（花やみどり
を育む場）

◆ 被災集落跡（中野地区の住宅の区画、街路等）
を保全・活用した震災の脅威、被害を伝え、
教訓を学ぶ場 （アーカイブ拠点施設と連携）

■区域全体において配置が考えられる空間

◆ 震災の脅威、被害を
伝え、教訓を学ぶ場
（浸水区域等）
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◆ 基本方針
•原子力災害の教訓・知見の継承、世界への情報発信等を行うためのアーカイブ拠点施設等と連携し、震災による被害
の原因となった震源方向や福島第一原子力発電所等を望み、公園で東日本大震災の被害や津波の高さを実感する場を
整備する。公園では、福島県内の自治体が予定する震災遺構を活用した伝承活動と連携し、特に、次世代に切れ目な
く震災の記憶と教訓を引き継ぐ。

◆ 当公園に必要な主な空間機能
•アーカイブ拠点施設や周辺自治体が予定する震災遺構等を活用した伝承活動と連携し、野外において、東日本大震災
の被害や津波の高さを実感し、伝えるとともに、利用者が震災の教訓を学ぶことができるフィールドを設け、震災の
記憶と教訓を伝承する。

◆ 空間配置方針
•双葉町・浪江町沿岸部の中心であり地域の歴史を残す請戸地区、震災遺構とすることが検討されている請戸小学校、
原子力災害の教訓・知見の継承、世界への情報発信等を行うためのアーカイブ拠点施設等と連携できるよう、東日本
大震災の事実を伝えるフィールドを配置する。

基本構想における位置づけ

Ｂ 震災の脅威、被害を伝え、教訓を学ぶ場のあり方

基本計画の検討方針

•原子力災害の教訓・知見の継承、世界への情報発信等を行うためのアーカイブ拠点施設と連携した、震災の脅威、被害を
伝え、教訓を学ぶことができる野外フィールドとしての役割を整理し、必要な機能等（震災遺構等のネットワーク形成の
ための園路整備、震災遺構等周辺整備、サイン整備のあり方等）を検討する。

•公園区域内における活用が可能な震災遺構について、その被災特性（事物の種別、事物が伝える事象（津波の威力、避難
指示区域の設定）等 ）を現地調査により把握し、保存・活用のあり方を検討する。

•地域における被災後の伝承活動等の実態を把握するとともに、福島県、浪江町、双葉町等の地方公共団体等多様な主体と
の協働の可能性を調査し、公園内の震災遺構や公園周辺地域の震災復興関連施設・資源などを活用した震災伝承プログラ
ムを想定して検討する。

•被災の実態に関する情報発信、関連施設の案内機能等の検討を行う。

B-1 教訓の伝承のあり方
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•アーカイブ拠点施設の資料収集、展示方針、震災伝承プログラム等を把握するとともに、周辺自治体が予定する震災遺構
等を活用した伝承活動について文献調査を行い、それらとの連携方法（巡回ルートの設定、公園検討区域内での情報提供
方法等）を検討する。

•公園周辺地域の震災遺構等となる可能性のある請戸小学校、マリーンハウスふたば、集落跡地（街区、集落道、農道）等
の被災特性、活用の方向性等について整理し、連携方法（視認性の確保、巡回ルートの設定等）を検討する。

B-2 アーカイブ拠点施設や公園周辺地域の震災遺構等との連携のあり方

有識者委員会、空間デザイン検討ワーキング等での意見

•アーカイブ拠点施設と復興祈念公園は一体性を持つべきである。
•アーカイブ拠点施設や震災遺構等との連携が必要であることから、広大な公園の敷地内の動線、移動手段と空間配置の検
討を併せて行うことが重要である。

•福島県沿岸部の被害や復興状況について関心を持っていただく地域の戦略的動線として、海岸線に並行する動線を活用す
べき。

•明治時代の地図に森合橋の記載があり、公園全体の回遊動線を計画する際には、この橋が重要であると考える。国営追
悼・祈念施設（仮称）からアーカイブ拠点施設へのアクセスをどのようにするかは重要な課題である。

B-1 教訓の伝承のあり方

B-2 アーカイブ拠点施設や公園周辺地域の震災遺構等との連携のあり方

•この地域に古代から人が住み、中世に城が造られ、近世に社寺が建ち、戦争があり、東日本大震災が発生しその後メモリ
アルな空間ができ（復興祈念公園）、そして将来も歴史が積み重なっていくことを示すことが重要である。
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検討の方向性とポイント

１．教訓の伝承のあり方
（１）震災の脅威、被害を伝え、教訓を伝承するための主な要素の保全、活用
○東日本大震災の被害を伝える、被災集落跡（街路跡等）、舗装がずれた道路、立入制限ゲート等を現地において保
全、活用することについて検討を進める。

（２）震災の脅威、被害を伝え、教訓を学ぶことができる野外フィールドとしての役割、機能、震災伝
承プログラムを想定した教訓の伝承のあり方

①震災遺構等のネットワーク形成のための整備等
•東日本大震災の脅威、被害、教訓や復興を学ぶ周辺の地域と連携したプログラムを想定し、震災の被害の大きさ
の体感、復興交流等そのストーリーに応じて、公園検討区域内のかつての道路、集落内の街路を活かしつつ、上
記の要素を結ぶ園路整備等について検討を進める。

②震災遺構等周辺整備、サイン整備
•上記要素の保全、活用（伝承、見学等）に資する周辺整備、サイン整備のあり方について検討を進める。

（３）被災の実態に関する情報発信、関連施設の案内機能
○アーカイブ拠点施設の検討を見定めつつ、他の復興祈念公園、周辺の自治体の取組みと一体となった伝承のあり方

について検討を進める。

要素 事物が伝える事象 被災状況 現状

被災集落跡（両竹地区）
•街割
•津波浸水区域の広さ
•移転促進区域の設定

建物は、津波により殆
どが全壊となった。

両竹地区は防災集団移転事業の移転促進区
域の指定地となっているため、基礎（土
台）を含め、撤去が進んでいる。

被災集落跡（中野地区）

•街割
•津波浸水区域の広さ
•残存家屋・基礎の被害状
況を通じて、津波の威力

建物は、津波により殆
どが全壊となった。

多くの建物は撤去される予定だが、一部の
建物の保全・解体方針が定まっていない。

地震・津波によりズレが
生じた町道両竹・請戸線

•地震・津波の威力 地震・津波の影響でズ
レが生じた。

復旧工事は未実施。

立入制限ゲート
•避難指示区域（帰還困難
区域）の設定

（東日本大震災後に設
置）

帰還困難区域への立入を制限するための
ゲートが残存している。
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検討の方向性とポイント（前頁のつづき）

２．アーカイブ拠点施設や公園周辺地域の震災遺構等との連携のあり方
（１）アーカイブ拠点施設や周辺自治体が予定する震災遺構等を活用した伝承活動との連携方法
○地震・津波による被害・脅威の伝承、産業振興、交流促進等の観点からのプログラムを想定して、アーカイブ拠点
施設や周辺自治体が予定する伝承活動との連携のあり方について検討を進める。

（２）震災の脅威、被害を伝え、教訓を伝承するための主な公園検討区域周辺の要素との連携方法
○上記プログラムを想定して、東日本大震災による被害を伝える、請戸小学校、児童等が避難した経路、マリーンハ
ウスふたば、諏訪神社等との連携のあり方（活用方法）について検討を進める。

要素 事物が伝える事象 被災状況 現状

請戸小学校

•津波の威力
•高台避難の重要性
（校舎にいた児童と教職
員は小学校から約2㎞離れ
た大平山に全員避難して
無事であった。）

•津波で校舎の１階が浸
水した。

•校舎１階は壁面や天井
の内部がむき出しと
なっている。

•被災後、支援者らから応援のメッセージが
寄せられた「激励の黒板」は搬出して別の
場所で保管している。

•来年度浪江町が、震災遺構とすることにつ
いて検討を行う予定である。

マリーンハウスふたば
•津波の浸水深
•津波の威力

•津波で３階まで浸水し
た。

•中間貯蔵施設区域に立地する。
•今後、双葉町が課題整理の上、震災遺構と
することについて検討を行う予定である。

諏訪神社

•地震（余震）の被害の
大きさ

•高台避難の重要性
（震災直後、両竹地区の
住民が、高台に位置する
諏訪神社境内地に避難し
て無事であった。）

•社殿は余震で倒壊した。 •社殿は倒壊したままの状態である。
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◆ 基本方針
•震災以前からの地域の歴史・文化を継承するとともに心を癒やす花の風景づくり等市民活動の拠点を形成し、ふるさ
との記憶を想起させ、現在避難されている人々を含め人々が支え合い助け合うための心の拠り所となる場を整備する。

◆ 当公園に必要な主な空間機能
•避難を続けている人々はふるさととのつながりを求めており、ふるさとと人々を結ぶ縁（よすが）となる地域の人々
の心の拠り所が必要である。よって、当公園は、様々な困難を乗り越える際に人々の心の拠り所、支えとなる伝統行
事の継承活動の場や人々の憩いと潤いの場となる花やみどりを育む場を設ける。

◆ 空間配置方針
•民俗芸能等の伝統行事、花やみどりは心のやすらぎやにぎわいをもたらすことから、多くの人々が参画できるよう、
ふるさとと人々を結ぶ場を配置する。

基本構想における位置づけ

Ｃ ふるさとと人々を結ぶ場

基本計画の検討方針

•地域の心の拠り所となっている伝統行事について、震災後に行われている福島県とNPO団体が共催する「ふるさとの祭り」
等の継承活動を含めて、文献調査、ヒアリング調査等により、実施内容、実施場所、周辺の地形地物との関係等を把握し、
継承活動の場の形態、位置、規模等を検討する。

•多くの人々が訪れる花やみどりを育む場について、地域の方々も参加して福島県内で行われてきた花やみどりを守り育て
る活動、花やみどりの景観づくりの事例調査等を行い、活動内容、景観、規模、位置、連携のあり方等を検討する。

•東日本大震災発災前の公園検討区域および周辺地域の景観特性および景観構成要素を把握し、復興拠点、水田耕作等公園
周辺の復興事業から生まれる新たな景観、震災前の田園風景等これまでの相双地域沿岸部の風景との連続性などふるさと
と人々を結ぶ場の景観を検討する。
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有識者委員会、空間デザイン検討ワーキング等での意見

•花等を活用しながら、教訓とあわせて福島について発信することができる新しいストーリーが欲しい。
•花の整備だけでなく植樹等のプログラムを併せることで、公園の維持管理の省力化も組み込むことが重要である。
•元々集落があった場所こそ「ふるさとと人々を結ぶ場」としてふさわしく、その場所で息吹がよみがえってほしいと願う。
•ふるさとと人々を結ぶ場に戻ってくる意味が大切であり、植樹をしたり、生き物を戻す取組み等を通じ、地域の方々が
戻ってこれる展開を目指せると良いと思う。

•自分のふるさとをもう一度確認できるから行ってみようと思わせるような公園となってほしい。
•豊かな生物のつながりや、地域における暮らしが展開するその基盤として、潜在的な自然環境の再生（湿地環境等）が
テーマの１つになると良いと思う。

•公園に導入する機能等について、地域の方々の意見もよく伺うことが必要である。

検討の方向性とポイント

１．伝統行事を継承する場の形態、位置、規模等
○ヒアリング調査により、相双地域の伝統行事について以下の事項を把握した。文献調査結果と併せて、引き続き伝
統行事の継承活動の場について検討を進める。

【有識者ヒアリング結果より】
≪形態≫

•広場状のステージ。伝統行事を観客が取り囲む形（神社の境内などで披露する場合と近いイメージ）で鑑賞できること、演者
と観客との距離が近いことが望ましい。また、ステージ周辺に行催事実施時テント、音響設備を設置できる空間が必要である。

•民俗芸能（田植踊等）は神社境内地や集落内で披露されてきた。ステージ（広場）もそれらを想起させる空間となることが理
想である。

≪位置≫
•山に近いところで、山に向かって民俗芸能を披露する形となるようにステージ（広場）を配置することが望ましい。（東北地
方には、亡くなって33年または60年が過ぎると墓から集落に近い山、つまり端山（「羽山」、「葉山」とも表記する）に移る
という考え方があり、その端山に向かい民俗芸能を披露する関係となる。）
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検討の方向性とポイント（前頁からのつづき）

２．花やみどりを育む場の活動内容、景観、規模、位置、連携のあり方
（１）活動内容、景観
○花づくりや植樹、花を用いたイベント等、福島県における既往の取組み、県内外のイベント事例を調査するととも
に、関係団体にヒアリング調査を実施し、引き続き活動内容のあり方について検討を進める。

（２）規模、位置
○被災集落跡、中核的な祈りの場の周辺等、その規模、位置について、空間デザイン検討ワーキングにおいて引き続
き検討を進める。

（３）連携のあり方
○「Ｄ多様な主体の参画・交流のあり方」をふまえて、県内外の類似の取組みを参考に連携のあり方について検討を
進める。

３．ふるさとと人々を結ぶ場の景観のあり方
○東日本大震災前の景観を過去の写真等を収集し把握するとともに、震災後の自然環境下の植生、公園検討区域の隣
接地に将来展開する景観（防災林、水田、農地の景観、前田川の河川景観等）を想定し、田園景観など震災以前の
景観を念頭に置いて、ふるさとと人々を結ぶ場の景観のあり方について検討を進める。
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◆ 基本方針
•多様な主体が、地域の再生のため様々な形で参画・共同し、復興が進むプロセスを示す場を構築する。併せて、将来
にわたって当公園の管理運営を安定的に行う体制を構築する。

•周辺地域の観光施設、産業施設、情報発信を行う施設と連携しつつ、次世代に切れ目なく、この地域で学び、実感で
きる東日本大震災の記憶と教訓を伝承する取組み等を通じて観光による地域の活性化に寄与する。

基本構想における位置づけ

Ｄ 多様な主体の参画・交流のあり方

基本計画の検討方針

•相双地域、福島県における一層の復興をめざしていくため、双葉町で進められている産業交流センター、浪江町で進めら
れている道の駅等地域のにぎわいの中心となる施設の計画、実施状況等を把握しながら、復興祈念公園と当該施設との連
携方法（当該施設からのアクセス、案内、回遊ルート、ルートの景観形成等）を検討する。

•福島イノベーション・コースト構想に基づく各事業の計画、実施状況等を把握しながら、各事業の福島復興の情報発信と
の連携（回遊ルート）を検討する。

D-1 周辺地域の観光施設、産業施設、情報発信を行う施設との連携のあり方

•基本構想の策定においては、シンポジウムの開催などを通じ意向の把握や情報発信を行ってきた。多様な主体の協働、参
画を進めるため、NPO、ボランティア団体、企業、大学さらには行政、指定管理者が、公園の管理運営について協議、実践
する組織や場づくりの事例等の先進的な取組みや、地域の人々の公園周辺での活動や参画意向を把握しながら、公園の管
理運営への参画の仕組みや体制づくりを検討する。

D-2 公園の管理運営のあり方
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有識者委員会、空間デザイン検討ワーキング等での意見

•公園施設自体が「息吹よみがえる」を実現する上で何を用意するのかについて考えるべきである。

•地域全体をどうマネジメントしていくのかということも基本計画の検討に必要である。

検討の方向性とポイント

１．周辺地域の観光施設、産業施設、情報発信を行う施設との連携のあり方
○地域の祭り（浪江町十日市祭、双葉町ダルマ市等）、復興関係事業の一環で実施される普及啓発活動（福島ロボッ
トテストフィールド（南相馬市・浪江町）のプレオープンイベントである「ドローンフェスタ」等）等各種行催事
との連携による当公園からの情報発信のあり方について検討を進める。

○「福島県における復興祈念公園基本構想」の「公園検討区域と周辺地域を含む空間構成の考え方」で示した公園検
討区域と周辺地域の復興に向けた取組みとの連携の考え方（「周辺地域の産業との連携」、「中心市街地との連
携」、「産業交流センターとの連携」等）について、各事業等の状況や実施事項を踏まえつつ、公園と地域の振興
との関係および発信のあり方について検討を進める。

２．公園の管理運営のあり方
○双葉町、浪江町におけるまちづくり会社の設立（双葉町：平成30年4月（遅くとも平成30年度内）予定。浪江町：平
成30年2月予定。）復興祈念公園の管理運営における連携を想定して連携のあり方について検討を進める。
○花やみどりの維持管理について、ＮＰＯや学校等と協働して行う等の県内外の活動事例を踏まえ、その持続可能な
あり方や方策について検討を進める。
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福島ロボットテストフィールド プレOPEN祭チラシ十日市祭チラシ ふるさとの祭り2017in浪江チラシ

提供：双葉町

いわき市内の仮設住宅のイベント広場での双葉町

（長塚地区）のダルマ市の様子

福島ロボットテストフィールド プレOPEN祭 会場

（2017.11.26）
十日市祭のにぎわい（2017.11.26）
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Ｅ 利用者の安全・安心の確保のあり方

◆基本方針
•当公園の一部は災害危険区域に指定されており、津波、洪水災害の懸念があることから、当公園の利用者が適切かつ
円滑に避難できるよう、避難場所となる丘や避難経路等を整備し、利用者の安全を確保する。

•避難指示区域に位置していることから、空間放射線量のモニタリング情報を発信し、利用者が安心して利用できる環
境とする。

基本構想における位置づけ

•地域防災計画をはじめ、国や福島県の定める各種の指針やガイドライン、高田松原津波復興祈念公園、石巻南浜津波復興
祈念公園における検討事例を調査して、式典やイベント時など、利用ピーク時における避難対応の検討、避難路の配置等
を検討する。

基本計画の検討方針

E-1 公園利用者の避難の考え方

•福島県内で行われている空間放射線量等の情報提供方法を関連機関へのヒアリングにより把握して、公園内における空間
放射線量等の情報提供のあり方を検討する。

E-2 公園利用者への空間放射線量等の情報提供のあり方

有識者委員会、空間デザイン検討ワーキング等での意見

＊＊＊特に無かった。
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検討の方向性・ポイント

１．公園利用者の避難の考え方
○国や福島県の定める各種の指針やガイドライン（「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指
針」（国土交通省都市局公園緑地・景観課）、「津波避難を想定した避難路、避難施設の配置及び避難誘導につい
て（第３版）」（国土交通省 都市局 街路交通施設課）、「福島県地域防災計画 地震・津波災害対策編」（福島県
防災会議））等）に基づき、高田松原津波復興祈念公園、石巻南浜津波復興祈念公園における検討事例、既往の津
波シミュレーション結果を参照して、避難先、避難経路等を想定し、公園利用者の避難の考え方について検討を進
める。

２．公園利用者への空間放射線量等の情報提供のあり方
○福島県内で行われている空間放射線量等の情報提供方法等について、関係する機関の基準等を参考に当公園におけ
る情報提供のあり方を検討する。



21

Ｆ 被災地の状況をふまえた段階的な整備・管理のあり方

◆基本方針
•2020 年（平成 32 年）度に供用予定の、原子力災害の教訓・知見の継承、世界への情報発信等を行うためのアーカ
イブ拠点施設と併せた情報提供など、一刻も早い福島の再生とこれに向けた取組みが求められているとともに、周辺
地域のまちづくりとの連携を図りつつ、再生可能エネルギー等周辺地域に新たに立地する産業との連携、周辺地域の
景観との連続、持続可能な市民活動の支援、福島の知見の他地域での活用、人々の復興の進度に応じた考え方の変化
等引き続き検討すべき事項があることから、基本方針をふまえ、復興の時間軸に合わせ段階に応じて公園の整備や管
理を行っていく。

基本構想における位置づけ

•周辺地域のまちづくり、福島イノベーション・コースト構想、関連プロジェクトの今後の実施予定等様々な取組みのスケ
ジュールを把握するとともに、人々の復興の進度に応じた考え方の変化等を把握して、それらと連携する復興祈念公園の
段階的な整備の進め方及び連携の考え方を検討する。

•周辺地域のまちづくりとの連携を図りつつ、復興祈念公園と周辺地域が景観的に連続していく景観形成の考え方について
検討する。

基本計画の検討方針

有識者委員会、空間デザイン検討ワーキング等での意見

•この地域一帯を公園的な土地利用とすることを考えたい。
•海岸の防災林や前田川の堤防整備等関連する事業との連携も重要である。
•エリア全体のデザインコンセプトを提案することも良いのではないかと考える。
•福島の復興を支援し続けるとともに、明日に向かって元気になるという感覚が重要である。
•様々な人々が関わりながら皆でつくりあげていく公園にすべきである。
•福島県の復興が進むことと、公園の段階的な整備が結び付けば良い。
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検討の方向性とポイント

１．段階的な整備・管理の進め方及び連携の考え方
○周辺地域の復旧・復興事業等の進捗状況と現在及び将来の活動（PRイベント・広報等）や計画の現状をふまえて、
周辺地域を含めた復興の発信の考え方について検討を進める。

○周辺地域で伝承、地域活性化などの活動を行っている方々、今後行っていく具体的な意向のある方々との協働の方
策やその場の考え方について、復興の状況、地域の人々の活動の状況等を踏まえつつ検討を進める。

２．復興祈念公園と周辺地域が景観的に連続していく景観形成の考え方
○「福島県の景観形成における基本的な考え方」（福島県、平成21年10月1日）等をふまえて、復興祈念公園と周辺地
域における広域的景観形成の基本的な考え方について検討を進める。
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基本方針に共通する検討事項

Ｇ 植栽計画のあり方

基本計画の検討方針

•既往文献調査等により、震災前の土地利用類型ごとの植生を把握する。併せて、文献調査、現地調査により地域の特徴的
なみどり（屋敷林、神社の鎮守の杜、海岸の松並木、浪江町請戸地区と両竹地区の境界の境松等）を把握する。次に公園
検討区域および周辺地域の自然環境調査結果により震災後の植生を把握し、公園検討区域内の土地利用類型（計画）ごと
に植栽計画を検討する。

•本公園周辺の状況を踏まえた植栽基盤整備の条件整理、植物材料の調達・確保の考え方、段階ごとの目標を設定したプロ
セス等植栽後の管理・育成や体制等を検討する。

有識者委員会、空間デザイン検討ワーキング等での意見

＊＊＊特に無かった。

検討の方向性とポイント

１．公園検討区域内の土地利用類型（計画）ごとの検討
○被災前の植生の変遷、被災後の自然条件における植生を以下のように整理し、公園検討区域の土地利用類型（計
画）、地形・地質等をふまえて植栽方針について検討を進める。
•地形（丘陵地、低地、前田川の自然堤防等微高地、海浜部）、地質
•時間軸（明治時代以前、明治時代～戦後、戦後～東日本大震災、東日本大震災～現在）

○追悼と鎮魂の場、震災の脅威、被害を伝え、教訓を学ぶ場、ふるさとと人々を結ぶ場等の空間の特性にふさわしい
植栽方針について検討を進める。

○公園検討区域の周辺に将来展開する農地（水田、畑）、中野地区復興産業拠点、防災林、前田川等との景観と調和
した植栽方針について検討を進める。

２．植栽後の管理・育成、体制等の検討
○試験施工等を含めた段階的整備、管理・育成の考え方について検討を進める。
○「Ｄ多様な主体の参画・交流のあり方」をふまえて植栽後の管理・育成体制について検討を進める。



検討項目 共通の方針 デザインのあり方 空間構成検討案：Ⅰ案 空間構成検討案：Ⅱ案

追悼と鎮魂

の場

・追悼と鎮魂の場は、両竹山を背後とする前田川左

岸側に配置し、丘を中核的な祈りの場とする。

・海や両竹山など全方位に向けた祈りを可能とする。

・災害の悲惨さや犠牲者の無念さを永続的に伝え

る施設とする。

・この土地に生きる意味、今回の災害の意味など、

多様な意味を来た人が感じ取れるようにする。

■Ⅰ案に固有の方針

●祈りの場

・祈りの場となる円環状の丘を、公園検討

区域北側の低地に配置し、式典広場は、

祈りの場の丘に接して、ふるさとと人々

を結ぶ場に囲まれるよう配置する。

・津波を表象する丘に囲まれる水盤が、耕

作されていない水田を表象し、震災その

ものや、それによって失われた生活や

生業を象徴する。

・水盤は永続的にその姿を維持することで、

震災の事実を象徴し続けると同時に、

ベンチマークとなって、周辺で進む復興

とのコントラストによって、福島の復興の

進展を表す。

●展望地

左記「共通の方針」のとおり。

●ふるさとと人々を結ぶ場

・伝統行事継承の場は、両竹山の裾に配

置し、花やみどりを育む場は、被災集落

跡を含め園内に広く配置する。

●課題

・県道の付け替え

・水盤の維持 など

■Ⅱ案に固有の方針

●祈りの場

・祈りの場となる円形の丘を、公園検討区

域の中央に前田川を跨ぐように配置し、

式典広場は、丘の頂上の祈りの場が広

場としてその役割を担う。

・公園検討区域を二分し海へと流れる前

田川と、それを挟むように河川堤防と一

体的に造成された津波を表象する丘の

対比が、震災の甚大さを象徴する。

●展望地

左記「共通の方針」のとおり。

●ふるさとと人々を結ぶ場

・伝統行事継承の場は、両竹地区の被災

集落跡に配置し、花やみどりを育む場

は、祈りの場を挟むように園内に広く配

置する。

●課題

・祈りの場の静謐性の確保

・河川堤防や橋梁等の土木構造物との一

体的整備 など

展望地

・両竹山に、その中世城郭であった歴史に鑑みて尾

根筋の平地を活用し、複数の展望地を設定する。

・震災の原因となった海（震源）、福島第一原子力発

電所の方向、公園や復興の様子等の対象を、そ

れぞれに適した立地の展望地から望む。

・公園検討区域内に展望地を設置し、展望による

学習効果が発揮できるよう、どこで何をどのよう

に見せるかを設定する。

震災の脅威、

被害を伝え、

教訓を学ぶ

場

・公園検討区域内の被災集落跡等の震災の被害を

伝える要素を保全・活用する。

・アーカイブ拠点施設や周辺の震災遺構等と連携す

る施設の整備、プログラムの想定を行う。

・この地域に古代から人が住み、中世に城が造ら

れ、近世に社寺が建ち、戦争があり、東日本大

震災が発生しその後メモリアルな空間ができ

（復興祈念公園）、そして将来も歴史が積み重

なっていくことを示す。

・アーカイブ拠点施設や産業交流センターとの一

体性を確保する。

ふ る さ と と

人々を結ぶ

場

・伝統行事継承の場は、両竹山との関係性を考慮し

て配置する。

・花やみどりを育む場は、地域の方々、団体等の活

動が行える場となるよう配置や規模等を検討する。

・教訓とあわせて福島を発信できる場とする。

・元々集落があった場所こそ「ふるさとと人々を結

ぶ場」としてふさわしい。

・潜在的な自然環境（湿地環境等）の確保も重要

である。

主な利用動

線と地域との

連携

①両竹山の展望地から公園内の祈りの場やふるさ

とと人々を結ぶ場、震災の原因となった海や福島

第一原子力発電所の方向、被災地の状況、周辺

の復興事業などを全体的に俯瞰する。

②園内の教訓を学ぶ場、ふるさとと人々を結ぶ場

（伝統行事継承の場）を経て、祈りの場、式典広場

に至り、犠牲者への追悼と鎮魂を行う。

③ふるさとと人々を結ぶ場（花やみどりを育む場な

ど）を経て、アーカイブ拠点施設、産業交流セン

ターに向かい、震災についてより深く知り、一層の

復興支援への思いを育む。

④周辺の伝承施設、復興関連施設等を巡り、福島

の歴史、震災の事実、復興の現状について総合

的に体験する。

・エントランスから地形を活かした眺望を経て、

祈りの場にいたるシークエンスを重視する。

・福島県沿岸部の被害や復興状況について関心

を持ってもらえるようにする。

・地域一帯を公園的な土地利用と考え、エリア全

体のデザインコンセプトを発信する。

・福島の復興を支援し続けるとともに、明日に向

かって元気になるような場とする。

■Ⅰ案イメージ ■Ⅱ案イメージ
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検討の方向性とポイントに基づく空間構成案のイメージ
～空間デザインWGで検討中の資料の一部をイメージとしてまとめたもの～


