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Ｐ１ １．東日本大震災による被害の概要（１）全国 原文  Ｐ１ １．東日本大震災による被害の概要（１）全国 修正文 

     

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の６県 64市町

村の浸水面積の合計は約 561㎢ 2）、全国の人的被害は、死者 15,895

人、行方不明 2,539人、負傷 6,156人に及ぶ 3）。 
 

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の６県 64市町

村の浸水面積の合計は約 561㎢ 2）、全国の人的被害は、死者 15,896

人、行方不明 2,537人、負傷 6,157人に及ぶ 3）。 

 
 

Ｐ２ １．東日本大震災の概要（２）福島県 原文  Ｐ２ １．東日本大震災の概要（２）福島県 修正文 

     

同自治体の住民の避難先等は、福島県内外の各地に分散しており、

避難者数は県内で約 48,000人、県外で約 19,000人である 4）。福島第

一原子力発電所事故に伴う避難等による影響が大きいと考えられる震

災関連死とされた死者 5）数は 2,227人であり 2）、福島県は他県に比べ

て突出して多く、津波等直接的な被害の犠牲者数を上回る。 

 

同自治体の住民の避難先等は、福島県内外の各地に分散しており、

避難者数は県内で約 47,000人、県外で約 19,000人である 4）。福島第

一原子力発電所事故に伴う避難等による影響が大きいと考えられる震

災関連死とされた死者 5）数は 2,234人であり 2）、福島県は他県に比べ

て突出して多く、津波等直接的な被害の犠牲者数を上回る。 
 
 

Ｐ３ １．東日本大震災の概要（３）双葉町、浪江町 原文  Ｐ３ １．東日本大震災の概要（３）双葉町、浪江町 修正文 

     

現在も、両町とも避難指示が継続しており、その避難先は福島県内

49市町村、県外 44都道府県と全国にわたり、避難者数は 27,529人に

上る 6）。震災関連死とされた死者数は双葉町で 147人、浪江町で 419

人であり 3）、津波等直接的な被害による死者・行方不明者数を上回

る。 

 

現在も、両町とも避難指示が継続しており、その避難先は福島県内

49市町村、県外 44都道府県と全国にわたり、避難者数は 27,478人に

上る 6）。震災関連死とされた死者数は双葉町で 148人、浪江町で 419

人であり 3）、津波等直接的な被害による死者・行方不明者数を上回

る。 
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Ｐ４ １．東日本大震災の概要（３）双葉町、浪江町 原文  Ｐ４ １．東日本大震災の概要（３）双葉町、浪江町 修正文 

     

また、これまで商工業等の中心であった既存中心市街地の再生を図

り、魅力的な中心市街地を形成するため、平成 29年３月に浪江町中

心市街地再生計画を策定している。交流・情報発信拠点施設について

行政と住民の協働により平成 28年３月に「交流・情報発信拠点施設

基本計画」を決定し、基本設計を実施した。さらに、平成 30年１月

にまちづくり会社を設立した。 

 

また、これまで商工業等の中心であった既存中心市街地の再生を図

り、魅力的な中心市街地を形成するため、2017年（平成 29年）３月

に浪江町中心市街地再生計画を策定している。交流・情報発信拠点施

設について行政と住民の協働により 2016年（平成 28年）３月に「交

流・情報発信拠点施設基本計画」を決定し、基本設計を実施した。さ

らに、2018年（平成 30年）１月にまちづくり会社を設立した。 

 
 

Ｐ１４ ５．空間構成計画 

（１）公園区域全体の空間構成 原文 

 Ｐ１４ ５．空間構成計画 

（１）公園区域全体の空間構成 修正文 

     

同地区内の苕野神社では、請戸の田植踊や樽神輿の浜下りが祭りで

披露されていた。 
 

同地区内の 苕
く さ

野
の

神社では、請
う け

戸
ど

の 田植
た う え

踊
おどり

や 樽
た る

神輿
み こ し

の 浜
は ま

下
お

り

が祭りで披露されていた。 

 
 

Ｐ１６ ５．空間構成計画 

（１）公園区域全体の空間構成 原文 

 Ｐ１６ ５．空間構成計画 

（１）公園区域全体の空間構成 修正文 

     

③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は、原子力災害に関する、展示やプレゼンテー

ションによる情報発信、災害の記録や資料の収集・保存、災害の教訓

を伝え、未来の安全へつなげる研修・人材育成、調査・研究等の機能

を有する。 

 

③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は、原子力災害に関する展示やプレゼンテーシ

ョンによる情報発信、災害の記録や資料の収集・保存、災害の教訓を

伝え、未来の安全へつなげる研修・人材育成、調査・研究等の機能を

有する。 
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Ｐ１７ ５．空間構成計画 

（１）公園区域全体の空間構成 原文 

 Ｐ１７ ５．空間構成計画 

（１）公園区域全体の空間構成 修正文 

     

福島県復興祈念公園及び周辺地域では、水田開発以前の自然が表出

した湿地や阿武隈高地端部の両竹山等の歴史を表すもの、街路、立ち

入り禁止ゲート等の震災の脅威、被害を伝え、教訓を伝承するための

主な要素、アーカイブ拠点施設等の震災の影響を現在にまで色濃く残

すもの、双葉町の中野地区復興産業拠点、新市街地ゾーン及び浪江町

の福島ロボットテストフィールド（浪江町滑走路）、交流・情報発信

拠点施設等の復興の未来像を示すものが存在し、それらを尊重してい

くことが重要である。 

 

福島県復興祈念公園及び周辺地域では、水田開発以前の自然が表出

した湿地や阿武隈高地端部の両竹山等の歴史を表すもの、街路、立ち

入り禁止ゲート等の震災の脅威、被害を伝え、教訓を伝承するための

主な要素、原子力災害の教訓・知見の継承、世界へ情報発信等を行う

ためのアーカイブ拠点施設、双葉町の中野地区復興産業拠点、新市街

地ゾーン及び浪江町の福島ロボットテストフィールド（浪江町滑走

路）、交流・情報発信拠点施設等の復興の未来像を示すものが存在

し、それらを尊重していくことが重要である。 
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Ｐ４３ ５．空間構成計画 

■福島県復興祈念公園及び周辺地域の空間構成 原文 

 Ｐ４３ ５．空間構成計画 

■福島県復興祈念公園及び周辺地域の空間構成 

 修正文 

     

・国営追悼・祈念施設（仮称）は、主に被災地全体の追悼と鎮魂の

場、震災の原因を知り再生の息吹を感じる場として、追悼と鎮魂の

場を中心に、展望地、震災遺構を巡り、公園外の震災遺構等とも連

携する空間となるとともに、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や産業交流センタ

ーに隣接する場は、それらの施設との連携を通じ、主に記憶と教訓

の伝承を通じた震災の脅威、被害を伝え、教訓を学ぶ場や未来に向

かう当公園から周辺地域やその賑わい・交流の中心となる施設へ

の、若しくはそれらから公園への人々の流れを形成する空間とな

る。 

・さらに地域の歴史・文化の継承や花とみどりを創り出すふるさとと

人々を結ぶ場が、追悼・鎮魂等の中心と記憶と教訓や未来に向かう

中心との間に広がり、二つの中心をつなぎつつ、未来に向かい復興

する周辺地域と相まって復興を表していくとともに、地域の人々を

始めとする人々の様々な活動が行われることで、利用者が復興の息

吹に触れ、地域の人々の感謝の念を頂き、人々が福島の復興を支え

発信する場となる。 

 

・国営追悼・祈念施設（仮称）は、主に被災地全体の追悼と鎮魂の

場、震災の原因を知り再生の息吹を感じる場として、追悼と鎮魂の

場を中心に、展望地、震災遺構を巡り、公園外の震災遺構等とも連

携する空間となる。 

・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や産業交流センターに隣接する場は、それらの

施設との連携を通じ、主に記憶と教訓の伝承を通じた震災の脅威、

被害を伝え、教訓を学ぶ場や未来に向かう当公園から周辺地域やそ

の賑わい・交流の中心となる施設への、若しくはそれらから公園へ

の人々の流れを形成する空間となる。 

・さらに地域の歴史・文化の継承や花とみどりを創り出すふるさとと

人々を結ぶ場が、追悼・鎮魂等の中心と記憶と教訓や未来に向かう

中心との間に広がり、二つの中心をつなぎつつ、未来に向かい復興

する周辺地域と相まって復興を表していくとともに、訪れる人々が

日常的に楽しむことができ、様々な活動が行われることで、復興の

息吹や地域の感謝の念に触れ、すべての人々が福島の復興を支え発

信する場となる。 
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Ｐ４７ ６．管理・運営方針（１）公園の管理・運営 原文  Ｐ４７ ６．管理・運営方針（１）公園の管理・運営 修正文 

     

【具体化に向けた考え方】 

・復興祈念公園フォーラムの開催等を通じて、多様な主体による公

園の望ましい管理運営に向けた体制を検討する。 

・多様な主体が当公園に集い、震災の脅威、被害を伝え、教訓を学

ぶための活動や花やみどりづくり、伝統行事の継承活動等様々な

活動が可能となる等当公園は、公園の基本方針を実現する人々の

活動拠点となるものとする。 

 

【具体化に向けた考え方】 

・復興祈念公園フォーラムの開催等を通じて、多様な主体による公

園の望ましい管理運営に向けた体制を検討する。 

・多様な主体が当公園に集い、震災の脅威、被害を伝え、教訓を学

ぶための活動や花やみどりづくり、伝統行事の継承活動等様々な

活動が可能となる等当公園は、公園の基本方針を実現する人々の

活動拠点となるものとする。 

・継続的に多くの来園者が訪れるイベント等のあり方を検討する。 
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Ｐ４９ ７．今後の検討課題 原文  Ｐ４９ ７．今後の検討課題 修正文 
     

①福島県復興祈念公園の基本理念や基本方針を踏まえた、公園の中に

込めるべき意味及び、ハードやイベント等のソフトの活用を通じ

た、未来を担う人々への前に進む発信力のあるメッセージのあり方 

②震災 1)後の一時点を表すことでこの震災によって起こったことや失

くしたこと等を伝え、復興の進展を示し続けていく復興のベンチマ

ークのあり方 

③次世代を含め、震災を体験していない人々への震災の事実等の伝承

のあり方 

④地域における関係性の再生・創出等「縁をつなぐ」、「息吹よみがえ

る」を一層具体化する仕組みのあり方 

⑤植栽における、基本理念や基本方針を踏まえた人と自然の関わり

方、物語性、花の活用、造園デザインのあり方 

⑥前田川の堤防整備や防災林等関連事業を考慮した公園整備のあり方 

 

①福島県復興祈念公園の基本理念や基本方針を踏まえた、公園の中に

込めるべき意味及び、ハードやイベント等のソフトの活用を通じ

た、未来を担う人々への前に進む発信力のあるメッセージのあり方 

②震災 1)後の一時点を表すことでこの震災によって起こったことや失

くしたこと等を伝え、復興の進展を示し続けていく復興のベンチマ

ークのあり方 

③次世代を含め、震災を体験していない人々への震災の事実等の伝承

のあり方 

④地域における関係性の再生・創出等「縁をつなぐ」、「息吹よみがえ

る」を一層具体化する仕組みのあり方 

⑤植栽における、基本理念や基本方針を踏まえた人と自然の関わり

方、物語性、花の活用、造園デザインのあり方 

⑥前田川の堤防整備や防災林等関連事業を考慮した公園整備のあり方 

⑦福島県復興祈念公園におけるユニバーサルデザインの考え方の導入

のあり方 

 


