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１．｢基本計画に向けた継続検討事項｣を踏まえた検討方針（案）

（１）継続検討事項と基本方針との関係整理

基本構想の ８つの基本方針

(1) 失われたすべての生命（いのち）の追悼・鎮魂

(2) 東日本大震災の被災の実情と教訓の伝承

(3) 復興への強い意志と力の発信

(5) 公園利用者や市街地の安全の確保

(6) 歴史的風土と自然環境の再生

(7) 市街地の再生と連携したまちの賑わいの創出

(8) 多様な主体の参加・協働と交流

○以上をふまえた国・県・市の役割分担

基本計画に向けた継続検討事項
（基本計画検討に向けた課題）

○追悼・鎮魂の場の具体的なあり方

○国営復興祈念施設の位置、内容 （築山のデザインを含む）

○教訓の伝承のあり方 （震災遺構の保存・活用方策等）

○名勝高田松原の今後のあり方（視点場からの景観等）

○全体の植栽計画（花壇や植栽等）

○自然環境の再生のあり方（古川沼等）

○公園の維持管理の具体的なあり方

○公園づくりへの市民参加の具体的なあり方

○計画段階からの多様な主体の参画

○公園利用者の安全確保（市の避難計画との整合）

○中心市街地・道の駅との連携のあり方

○追悼・鎮魂の場の具体的なあり方

※個別の基本方針に当てはまらない行政としての検討課題

(1) 失われたすべての生命（いのち）の追悼・鎮魂

(3) 復興への強い意志と力の発信

(4) 三陸地域に育まれた津波防災文化の継承

(3) 復興への強い意志と力の発信

○教訓の伝承のあり方 （震災遺構の保存・活用方策等）

○国営復興祈念施設の位置、内容 （築山のデザインを含む）
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Ⅰ「追悼・鎮魂の場の具体的なあり方」、

「国営復興祈念施設の位置、内容（築山のデザインを含む）」

基本構想における位置づけ

◎基本方針「（１）失われたすべての生命（いのち）の追悼・鎮魂」

・失われたおびただしい生命(いのち)への追悼と鎮魂こそ、生き残った者にとって復興の起点であることから、当公園を、国内外
の人々が東日本大震災で犠牲になったすべての生命（いのち）へ深い追悼と鎮魂の思いを寄せることができる場とします。

◎基本方針「（３）復興への強い意志と力の発信」

・現在、当公園及びその周辺では、防潮堤復旧や土地区画整理事業など様々な復旧・復興事業が進められていますが、これらの
事業と連携してこの地に整備される当公園は、地域の人々が関わって再生される高田松原や奇跡の一本松とともに、東日本大
震災からの復興全体のシンボルとなるものであり、被災地の再生に向けた復興への強い意志と力、また地域固有の自然や歴史に
根ざした復興への力強いメッセージを国内外に発信していきます。

基本計画での検討方針

■追悼・鎮魂の場（国営復興祈念施設）の最適な立地環境について

⇒基本構想で示された利活用及び空間イメージ（被災地を代表して追悼式典を開催する，築山から再生された郷土の風景を
展望する，再生された郷土の風景の中を追悼の想いとともに逍遥する）に合致した最適な環境（場所）を設定する。

⇒奇跡の一本松など象徴的な震災遺構やランドマークとなる氷上山、箱根山、広田湾等との位置・方位等の関係、公園周辺に
おける祭事・伝習等歴史民俗的特性等の側面から「祈り」のあり方などを踏まえた施設配置と利用者動線を検討する。

■追悼・鎮魂の場（国営復興祈念施設）の規模・形態などについて

⇒追悼・鎮魂の場（国営復興祈念施設）が具備すべき基本的機能や施設（式典広場、モニュメント、慰霊施設等）とその必要
規模、配置条件等を利用者の安全確保や眺望等を踏まえて検討する。

⇒陸前高田市における高台市街地の整備などで、約200万ｍ3の余剰土量が発生することを踏まえて、規模・形状を検討する。

基本構想よりの抜粋

基本構想の「基本方針に基づく利活用・空間イメージ（資料2，4頁）」が示すように、「震災への想いと追悼・鎮魂」は、
公園の核をなすものであり、公園全体がその役割を担うものと考える。
これを踏まえた上で、追悼・鎮魂の場の中核的な施設となる、追悼式典などを開催する場を含む「国営復興祈念施設」の
検討方針を以下に示す。
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①②③⑫

⑥⑦⑩

④⑤⑦

②⑤⑩⑪⑫

⑥ ⑥⑦

⑨

③⑧⑨

②⑫

⑤⑥⑦⑩

Ⅰ「震災への想いと追悼・鎮魂」の空間イメージに適合する最適な立地環境

（場所）の検討方針（イメージ）

関連事業や敷地特性から各敷地の現状の特性を整理した上で、基本構想で設定された各空間イメージについて、
各敷地において適合する場所を抽出する。

空間イメージ 空間イメージに適合する環境条件（地形や周辺状況等）
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Ⅱ「教訓の伝承のあり方（震災遺構の保存・活用方策等）」

基本構想における位置づけ

◎基本方針「（２）東日本大震災の被災の実情と教訓の伝承」

・当公園区域内には、今回の震災で被災した市街地や、約7万本の松と約2kmにわたる砂州の大半が消失した高田松原があるだけ
でなく、「タピック45」「下宿定住促進住宅」「気仙中学校」等が残されています。これらをはじめとする地域の震災遺構を
一体として活用することで、津波の被害の大きさばかりでなく、強さ、エネルギーなど津波の脅威を伝えていきます。

・これらの震災遺構とともに、人々が語り部となって、記憶の風化を防ぎ、後世にこの教訓を伝承していきます。
・今回の震災は大量の海水が気仙川を約8km も遡り、海が見えない地域までも広範囲に被災するという想像を絶する大災害で
あったことから、地域の各所に残された津波到達の痕跡等との連携を図りながら、巨大災害の記憶を伝えていきます。

◎基本方針「（４）三陸地域に育まれた津波防災文化の継承」

・当公園は、三陸沿岸地域を代表する祈念公園として、津波防災に関する教育や研究の貴重なフィールドとなり、市が中心
市街地に整備予定の震災復興施設（仮称）や他の被災地との連携を図りながら、津波防災文化を継承する場としての役割を
果たしていきます。

基本計画での検討方針

■震災遺構の保存・活用について

⇒「タピック４５」「気仙中学校」「下宿定住促進住宅」 等の遺構については、被災した構造物の構造
躯体や長期的耐久性など物理的な状況、震災遺構が伝える事象（津波の威力、津波の高さ、発災時の避難実態など）が、
それぞれ異なるため、各震災遺構の被災特性を十分に踏まえ、積極的な整備・活用や順応的な存置・活用など保存・活用
の方向性や具体的方策を検討する。

■教訓・伝承のあり方について

⇒陸前高田市の中心市街地に整備予定の「震災復興施設（仮称）」と連携した、津波防災教育フィールドとしての本公園の
役割を整理し、必要な機能（周遊園路、案内板など）を検討する。
⇒三陸地域の被災の実態、津波防災の文化等に関する情報発信などの案内機能の検討を行う。
⇒公園区域では、震災遺構の「タピック４５」などにおいて、市民ボランティアなどの語り部の方が、来訪者に震災の実態を
伝える取組みを行っており、このような被災後の伝承活動などの実態を把握するとともに、地域住民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の関連施設や資源などを活用した教訓伝承プログラムを想定した上で検討する。

基本構想よりの抜粋
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【気仙中学校】
■被災前（施設特性）
・気仙川河口部に立地し、震災前は「日本一海に近い中学校」と称される立地環境にあった。

■被災状況（建物）
・津波が３階建ての校舎屋上にまで到達。

・寄せ波、引き波双方の破壊を受け、建物内部が甚大な被害を

受けた。

・現時点で構造体としての損壊はほとんど認められない。

■被災状況（その他）
・日頃の訓練の成果が発揮され、生徒・職員は津波到達前に全員避難し、一人の犠牲者も

出さなかった。

Ⅱ教訓の伝承のための主な要素

震災遺構

(気仙中学校)

JR大船渡線鉄道跡

奇跡の一本松と

ユースホステル

市街地の地割

震災遺構

（タピック４５)

震災遺構

(下宿定住促進住宅)

【タピック４５】
■被災前（施設特性）
・地場産品の販売、「産業まつり」の会場、うごく七夕の展示など、

市民にとって深い愛着があるとともに、地域間交流の場となる

施設であった。

■被災状況（建物）
・津波により北側増築部分が流失するほか、建物内部は、マツの

巨木の進入、内壁の崩落など津波の爪あとが色濃く残る。

・周辺に、被災した建築物や照明灯の折損した鉄骨等、複数の

遺構・遺物が残存している。

■被災状況（その他）
・津波避難を想定して建設された建築物であり、今次の地震津波においても実際に避難に利用

され、救助された。

【ユースホステル】

■被災前（施設特性）
・高田海岸第二線堤背後の高田松原内の砂丘地に立地する、半公的宿泊施設

（発災時点で休館中であり、人的被害はなし）であった。

■被災状況（建物）
・周囲の地盤が大きく洗堀され、それによって建物東側

が基礎もろとも座屈するなど大きな被害が生じている。

・建物内部への立入調査未実施のため、詳細は不明

であるが、外部から観察でも床面の崩落箇所が確認

されるなど、著しい損壊をうけていると推測される。

【下宿定住促進住宅】

■被災前（施設特性）
・戸数４０戸の市営集合住宅で、市内最大の商業施設や高田松原公園に近接し、

発災直前まで各戸で市民生活が営まれていた。

■被災状況（建物）
・津波が５階建ての建物の最上階

にまで達し、海側のベランダに

設置された化粧パネルが、 ４階
の高さまで、ほぼ全面的に欠損。

・室内は低層階を中心に、内装部材や建具等が散乱し、建物内部に侵入した
津波の破壊力を現している。
・現時点で構造体としての損壊はほとんど認められない。

【奇跡の一本松】

■被災前（施設特性）
・広田湾に面した高田松原の西に位置する陸前高田ユースホステルの
敷地内に立っていた高さ約27.7メートル、胸高直径87センチメートルの
アカマツとクロマツの交雑種（アイマツ）。

■被災状況
・震災後、保護活動が続けられたものの根が腐れに
より枯死と判断されたが、震災からの復興を象徴
するモニュメントとして残すことになり、防腐処理や
補強等の保存作業を経て、元の場所に立てられた。
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Ⅲ「公園利用者の安全確保（市の避難計画との整合）」

基本構想における位置づけ

◎基本方針「（５）公園利用者や市街地の安全の確保」

・当公園は、国内外から多くの来園者を迎える場所となります。このため、公園利用者の安全を確保する避難路や築山等の避難
施設にあわせ、避難誘導のための情報提供施設を整備するほか、利用者を対象とした避難訓練などを通じてこれらの施設の
啓発に努めるなど、ハード、ソフト両面から利用者の安全性を確保します。

・新しく造られる嵩上げ市街地との有機的なつながりを持たせた機能的な施設配置を行うことで利用者の安全性をより高めます。

・当公園は、高田や今泉の市街地を津波から守るため、公園内に整備される防潮堤や海岸防災林とあわせ、多重防御のひとつと
して築山等により津波エネルギー減衰等の機能を担うとともに、防災機能も付加することで、市街地の安全性を確保すると
同時に、公園自体の安全性を最大限に高めます。

基本計画での検討方針

■津波避難の考え方について
⇒陸前高田市地域防災計画をはじめ、国や岩手県の定める各種の指針やガイドライン、さらには、陸前高田市でとりまとめて
いる「東日本大震災検証報告書」などを十分に踏まえ、公園利用者の津波避難の考え方を検討する。

■避難築山・避難経路について

⇒検討した「津波避難の考え方」を踏まえ、避難対象者、避難可能距離などを設定し、避難場所（防災公園としての避難築山
など）の配置、規模、形状などを検討する。
⇒式典やイベントなどのピーク時における避難対応について検討し、避難路の配置や構造について整理する。

■避難誘導施設や避難訓練についての検討

⇒発災時の避難施設への誘導などハード、ソフト両面での対策を検討する。

基本構想よりの抜粋
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Ⅲ避難築山と避難路計画のイメージ

凡 例

避難経路[徒歩]

避難築山（高さ・面積の設定）

かさ上げ市街地[避難高台]

避難対象区域（区域の設定）

避難困難区域（有無の確認）

かさ上げ市街地（避難高台）

高台市街地
（避難高台）

下記の条件で避難場所・避難路を検討（条件はあくまで例示）

・徒歩での避難を基本とし、避難可能距離を設定した上で、到達可能な位置に避難築山等の整備を検討
・国道45号以北は高田のかさ上げ市街地、気仙川右岸は今泉の高台市街地へ、上記以外の国道45号以南は、公園内の避難
築山等へ避難
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Ⅳ「名勝高田松原の今後のあり方（視点場からの景観等）」、

「全体の植栽計画（花壇や植栽等）」、「自然環境の再生のあり方（古川沼等）」

基本構想における位置づけ

◎基本方針「（６）歴史的風土と自然環境の再生」

・歴史を重ねた高田松原は、広田湾や氷上山をはじめとする背後の山々、また砂浜といった自然景観と、人々の手により創出
された松林の文化的景観が一体となって形成された景勝地として名勝に指定され、また、東北有数の海水浴場となるなど三陸
沿岸地域に欠かせない資産であり、何よりこの地域に生まれ育った人々にとっては幼い頃から慣れ親しんだ原風景でした。

・約1,000 年前に形成された岩手県内最大の天然湖沼である古川沼は、多様な生物を育む貴重な汽水域であり、地域の人々が
固有の自然にふれあうかけがえのない水辺空間でもありました。

・名勝高田松原を地域の人々とともに周辺の自然景観と松林の人工景観が織りなす景勝地として再び時間をかけて再生するとと
もに、古川沼を当公園における重要な自然空間として、また公園自体もこの地域の文化を継承する場として再生します。これ
により、今回の震災で失われた自然環境や風土、そして地域に暮らす人々の原風景を取り戻し、郷土景観の再生を図ります。

基本計画での検討方針

■名勝高田松原の再生について

⇒名勝高田松原保存管理計画が策定されていないことを踏まえ、名勝高田松原の本質的価値を構成する要素（展望景観や地域
住民のこれまでの取組みなどを含む）の再生・復旧の基本方針など、保存管理に関わる事項について検討する。
⇒既に、｢高田松原を守る会｣等によって進められている松苗育成などの活動を展開する場を検討する。

■古川沼一体の植生の再生について

⇒古川沼の自然環境調査を行い「鳥類をはじめとする生物と生息・生育環境の保全に配慮した植生とし、汽水域のエコトーン
の形成を誘導する」などの目標とする環境像を設定し、再生に向けた保全・管理のあり方を検討する。
⇒震災前に行われていた水質改善の市民活動を再生・発展させるよう、整備、管理運営での市民の関わり方について検討する。

■全体の植栽計画について

⇒本公園及び周辺の潜在自然植生や地域を特徴づける植物（ヒカミサンベニヤマボウシ、ツバキ、ハマナス等）、さらには、
「さくらまつり」等被災前に公園内で実施されていた植栽に関連する行催事などを整理し、周辺の山々や森林、土地利用や
水域とのつながりや景観を演出する植栽、水域再生・修景などを検討する。
⇒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・確保の考え方などを検討する。

基本構想よりの抜粋



■名勝高田松原の概要
・高田松原は、防潮・防砂・防風林としての機能だけではなく、津波から高田のまちと人々の命を守るべく、不毛の砂州に約３５０年前に、菅野杢

之助が私財を投げうって造林したことから始まる。以来、度重なる津波のたびに工夫を重ねながら再造林、補植を繰り返し、世代を越えた地元住

民の一貫した取組みによって、築き、育て、創造され、白砂青松の美しい景観が画家や文学者の題材になるとともに、多くの市民に愛されてきた。

1940年（昭和15年）には名勝に指定されており、東日本大震災の津波により松原が消失した現在も指定は継続している。

■名勝の指定概要

注）下線は、名勝高田松原の本質的価値を表す要素と考えられる対象

■名勝の被災前の風景 ■名勝指定区域

9

Ⅳ名勝高田松原の概要

国指定名勝 高田松原

防潮堤（第一線堤、第二線堤）

防潮堤背面盛土（検討段階）

図：文化財保護法（名勝）

絵画の題材となった高田松原（蓑虫山人「気仙郡今泉村愛宕山眺
望の図」明治24年）
出典：『岩手を旅した絵師の足跡─名古屋市・長母寺所蔵『蓑虫山人絵日記』Ⅰ 図版編─』

１、種別 名勝

２、名称 高田松原

３、指定年月日および告示番号 昭和15年11月13日、内務省告示第592号

４、指定基準

名勝の３（花樹、草花、紅葉、緑樹などの叢生する場所）

８（砂丘、砂嘴、海浜、島嶼）

５、説明

東北地方稀ニ見ル壯大優美ナル松原ニシテ前ニ廣田灣ヲ控ヘ後ニ氷上山、雷神山

等ノ翠巒ヲ繞ラシ山紫水明ノ一勝區ヲ成セリ樹種ハ黒松ヲ主トシ林相整美樹下荊棘

ノ繁茂スルモノナク境地清淨ニシテ林内ノ逍遙ニ適ス

写真：岩手県
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番号 石碑の名称 年代 備考（碑の概要等）

① 菅野杢之助翁頌徳碑 昭和18年 寛文年間に当地に松の植林をおこなった菅野杢之助の功績を称える顕彰碑。

② 菅原順平氏顕彰碑 昭和34年
漁業の近代化をすすめた末崎村（現在の大船渡市末崎町）の漁師、菅原順平の偉業を称
えた顕彰碑。

③ 吉田忠兵衛氏顕彰碑 昭和46年
高田松原に海上安全と豊漁を祈願する妙恩寺を建立した僧侶・吉田忠兵衛の功績を称え
た顕彰碑。

④ 松坂新右衛門定宣翁顕彰碑 昭和47年 享保年間に今泉松原の造成をおこなった松坂新右衛門の功績を称える顕彰碑。

⑤ 多禮男天神之碑
昭和48年
（移設）

多禮男天神と自称した吉田留吉が、高田および気仙両村の頼みに厭わず何でも応じたこ
とから、大正期に地元の警察が建立。昭和48年に高田松原に移設。

⑥ 新沼兄弟の詠進歌碑 昭和15年 新沼勇・三郎兄弟が、天皇が勅題預選されたことを讃えた歌碑。宮内大臣松平恒雄の筆。

⑦ 虚子の句碑 昭和21年
昭和２年に「日本百景」の選定審査委員として高田松原に訪れた高浜虚子が詠んだ句を
刻んだもの。

⑧ 啄木の歌碑 昭和41年
明治33年に高田松原に訪れ、優れた景勝を激賞した啄木（当時盛岡中３年）の来訪を記
念したもの。

Ⅳ名勝高田松原の本質的価値を記す石碑

■名勝高田松原の本質的価値を記す高田松原内に建立されていた石碑
・高田松原と地域住民の関わりや、白砂青松の美しい景観が画家や文学者の題材になり、多くの市民に愛されてきたことを記す石碑（被災以前に

高田松原内に建立されていた石碑）。

⑧啄木の歌碑

⑦虚子の句碑

⑥新沼兄弟の詠進歌碑

⑤多禮男天神之碑

①菅野杢之助翁頌徳碑

④松坂新右衛門定宣翁顕彰碑

③吉田忠兵衛氏顕彰碑

②菅原順平氏顕彰碑

図：高田松原地内に建立された石碑の位置（東日本大震災前）



11

Ⅳ名勝高田松原の再生に向けた検討手順のイメージ

１．名勝の本質的価値とその価値を構成する要素の検討

名勝指定説明文や指定基準などを踏まえ、名勝の本質的価値とその価値を構成する要素を明らかにする。

２．名勝の復旧・整備の基本方針及び視点の検討

①名勝の本質的価値を表す要素・側面の復旧・整備

高田松原の当面の復旧・整備に関わる方針と、長期的な展望の下での再生・復旧の方針を検討する。

②展望景観の復旧・再生

展望景観の再生に向け、古絵図などの史資料を基に展望地点（視点場）を特定し、古から親しまれた展望景観を保全する
ための方策を検討する。

③地域住民の生活と一体となった再生・復旧

津波被害のたびに、再生されてきた歴史を鑑み、地域住民の生活と一体となった高田松原の保存活用（市民による植樹、
復旧・整備作業の市民への公開、復旧・整備作業の進捗状況に関する市民への情報提供）のあり方について検討する。
名勝の価値を記す石碑の取扱や復旧・整備作業中における名勝の本質的価値や歴史に関する解説の方策を検討する。

３．名勝高田松原の保存活用を踏まえた公園整備等における留意事項の検討

①名勝の本質的価値を構成する要素と密接にかかわる本公園の施設等の名勝との調和のあり方をはじめ、名勝の復旧・整備の
基本方針を踏まえた公園整備等における留意事項を検討する。

②既に、｢高田松原を守る会｣等によって進められている松苗育成などの活動を展開する場を検討する。

写真：未来へ伝えたい陸前高田保存版写真集より

林内の逍遥空間（東日本大震災前）
広田湾を控え広がる高田松原を
箱根山より望む（東日本大震災前）

写真：岩手県 写真：陸前高田市都市計画マスタープランより

海浜、高田松原越しに氷上山を望む（東日本大震災前）
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Ⅳ全体の植栽計画の検討方針（イメージ）

■津波防災緑地機能としての林帯

／名勝高田松原の再生

第二線堤を超える津波に対して津波エネルギー減衰及び
漂流物補足の機能を発揮する樹林帯の確保、名勝高田松原
の再生を目指すとともに、市民の育成した松苗の活用、
市民協働などに配慮した植栽の検討

【そのほか、植栽計画検討上の配慮事項（例）】

■津波避難に留意した築山の樹林
津波避難の際に、避難を阻害しない、密生とさせない樹林帯。
■河川空間と連携した植栽

気仙川、川原川、小泉川、浜田川などの河川空間を活かした植栽。
■バッファ林
隣接地や沿道からの眺望景観に配慮した境界部のバッファ林。

■市民協動の場（花畑）
地域市民とともに協動で作り上げる花畑。

■追悼・鎮魂にふさわしい場の形成
追悼・鎮魂の場としてふさわしい植栽の検討

■古川沼一帯の植生の再生

鳥類をはじめとする生物と

生息・生育環境の保全、汽水域の

エコトーンの形成に配慮した

植栽の検討

■国道45号との連携

国道45号と一体（連続した）となった彩りあ
る沿道植栽の検討

■かつての郷土の桜の風景への配慮
保存が予定されているサクラを活かした植栽

の検討

空間イメージや関連事業などによって整備される道路や河川などの空間に配慮した検討方針イメージ
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Ⅴ「中心市街地・道の駅との連携のあり方」

基本構想における位置づけ

◎基本方針「（７）市街地の再生と連携したまちの賑わいの創出」

・東日本大震災により、沿岸部のほとんどの事業者が甚大な被害を受け、三陸沿岸地域の経済が大きな危機に直面した被災当初
から3年が経過し、仮設店舗等で事業者も活動を再開するなど、道半ばではあるものの沿岸地域の経済は立ち直りつつあります。

・一方、白砂青松の風光明媚な景勝地であった高田松原は、東北地方有数の来訪者数を誇る海水浴場でしたが、東日本大震災で
多くの被害を受けました。

・現在、「奇跡の一本松」には全国から多くの人が訪れており、当公園は、三陸沿岸道路の整備や道の駅の再整備と一体となり、
三陸沿岸地域の観光や津波防災教育の拠点として交流人口の増加を促し、地域の活性化の原動力となる役割を担います。

・三陸沿岸の市町村とも連携しながら地域一帯の歴史・文化的資源や被災地、また新しく形成される市街地への来訪者の周遊を
促し、地域経済の活性化とまちの賑わいの創出に貢献します。

基本計画での検討方針

■中心市街地と公園のつながりについて

⇒公園と隣接する中心市街地の計画と連携して、地域の活性化を目指した一体的なまちづくりとするため、有識者や地元商工
会（陸前高田商工会商工業復興ビジョン推進委員会）等で検討が進められている中心市街地の計画（土地利用ゾーニングや
施設整備）などを把握しながら、公園・中心市街地間のアクセス性の向上、配置される施設相互の機能の分担・連携、公園・
中心市街地相互からの景観形成などの検討を行う。
⇒シンボルロードや川原川など公園と市街地を直接結ぶ施設相互の連続性（動線、景観など）について検討する。
⇒「うごく七夕」や「けんか七夕」など地域で行われてきた行祭事などを踏まえた利活用のあり方について検討する。

■道の駅と公園のつながりについて

⇒公園区域内に位置する道の駅「高田松原」は、年間44万人を越える利用者（H21年実績値）があり、地域の活性化に大きく
貢献していたことから、国と陸前高田市の道の駅復旧の方針等を踏まえながら、公園との機能分担や連携方策の検討を行う。

基本構想よりの抜粋
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Ⅴ中心市街地の計画の検討状況

出典：平成26年度 第1回 陸前高田市都計画審議会（平成26年4月25日）資料

■陸前高田市の中心市街地の計画（案）
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Ⅴ道の駅「高田松原」（被災前）状況

出典：国土交通省Ｗｅｂサイト 写真提供：渡辺雅史氏

■施設概要
・けんか七夕の山車の展示など、地域の伝統

芸能・文化の発信・伝承拠点となっていた

ほか、産業まつり等のイベント会場として

利用されるなど、観光や地域産業振興上の

重要な拠点であった。

・県外からの利用者あり、年間の利用者数は

約44万人（H21年実績値）

道の駅「高田松原」

機能 概要

駐車場 ●普通車：415台
●大型車：20台、バス専用：10台

トイレ ●24時間利用可能
タピック内：男（大3、小10）、女（大6）、外トイレ 男（大2、小4）、女（大3）

身障者設備 ●トイレ：3器
●駐車場：8台

店舗、売店 ●物産コーナー、おみやげ
●高田松原物産館（農産物、水産物）、とれたてランド、和食レストラン、
菓子工房、カフェ、おみやげ品、漁菜館

喫茶・軽食 ●喫茶店「カラベル」

公園 ●緑地施設
芝生や松、市の花である椿などを植え、東屋やモニュメントを配した憩いのスペース
緑の中で散策や森林浴、野鳥観察
●イベント広場、野外ステージ
帆船をイメージした白亜の殿堂をバックに、コンサートやイベントを開催

体験施設 ●七夕体験コーナー
大スクリーンの映像で勇壮なけんか七夕をリアルに体験や山車の展示

情報提供 ●インフォメーションコーナー
大型スクリーンやワンタッチパネルを備えた観光情報システムによる観光情報提供

産業まつり開催時の屋外ステージ（左）と屋外トイレ（右)物産館
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Ⅵ「公園の維持管理の具体的なあり方」「計画段階からの多様な主体の参画」

「公園づくりへの市民参加の具体的なあり方」

基本構想における位置づけ

◎基本方針「（８）多様な主体の参加・協働と交流」

・東日本大震災前から人口減少・高齢化が進行しているところに加え、震災により多くの住民が被災地を離れ、高台の仮設住宅
や他の市町村に移転を余儀なくされたことから、地域コミュニティの衰退が懸念されていますが、地域コミュニティの回復、
さらには活性化が真の復興につながっていくものであることは明らかです。

・高田松原周辺では、東日本大震災以前から、高田松原の保全活動や自然観察、古川沼の水質改善など市民による活動が行われて
きました。また、震災後には、新たに多様な主体がこの地域の復興に向けて様々な活動を進めています。

・当公園は、このような取り組みを継承・発展させ、市民、NPO、企業など多様な主体が、植樹活動、伝承活動、防災学習活動、
施設維持管理など、公園の計画・整備や管理運営において様々な形で参加・協働できる場とします。合わせて、早い段階から、
将来にわたって持続可能な管理運営を行うことができる体制づくりを進めます。

基本計画での検討方針

■多様な主体の参画による公園づくりについて

⇒陸前高田市では、震災前から高田松原の保全活動や自然観察、古川沼の水質改善など市民による活動が行われてきたほか、
震災後には、｢SAVE TAKATA｣ ｢桜ライン311｣など、多くのNPO・市民組織が活動を行っている。
⇒これらを踏まえ、地域住民などの参加するワークショップによる基本構想・計画策定の事例や、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運営について協議・実践する組織や場づくりの事例など、先進的な取組み
や、地域の方々の参画意向などを把握しながら、計画段階からの参加の仕組みや体制づくりを検討する。

■基本計画策定における情報発信について

⇒基本構想の策定においては、市民シンポジウムの開催などを通じて、市民意向の把握や情報発信を行ってきたが、協働による
整備、管理、運営を行うためには、ビジョンの共有が重要であるため、基本計画策定段階から、市民参加を進めるとともに、
管理・運営組織の基礎づくりに着手する。

基本構想よりの抜粋



17

Ⅵ地域におけるＮＰＯや市民組織などの活動状況

『高田松原を守る会』による松苗育成活動
[平成23年5月]

地元「高田松原を守る会（事務局：陸前高田市）」から独立行政法人

森林総合研究所東北育種場に高田松原の松ぼっくりから採れた種に

よる、苗木育成について要請

[平成23年11月]

茨城県の林業試験場から市に提供された、マツノザイセンチュウに

対して抵抗力があるクロマツを「高田松原を守る会」で育成

[平成24年4月]

「高田松原を守る会」とボランティア団体で茨城県の林業試験場から

提供された抵抗性クロマツ約１０００を「高田松原を守る会」の育苗

畑に植樹

[平成24年5月]

東北育種場で播種し、育苗を行った約６００本のうち、３００本に

ついて、「高田松原を守る会（事務局：陸前高田市）」からの要望に

応じて継承

[平成25年4月～5月]

・東北育種場で播種し、育苗を行った約６００本のうち、残りの３００

本についても、「高田松原を守る会」も継承

・京都府緑化センターで陸前高田市広田町黒崎海岸の松ぽっくりの種か

ら育てられた約5,000本の松苗を苗木畑に植樹

現在、約6,500本を超す松苗が、高田松原を守る会の苗木畑で育てら

れており、松苗の移植作業、苗木畑の草取り作業、草刈り作業、畑の

耕耘作業などを「高田松原を守る会」が、岩手県、陸前高田市、さら

には、企業やボランティアの協力を得ながら推進

【「高田松原を守る会」の育苗畑（陸前高田市小友町）】

写真：平成２６年７月１２日撮影

『国営防災メモリアル公園を陸前高田市に
誘致する会』による国営施設の誘致活動

[活動目的]

東日本大震災による多数の犠牲者を追悼、

鎮魂するため、そして、大震災の脅威と

教訓を後世に語り継ぎ、より安全で暮ら

しやすいまちを創り上げ、国をあげて防

災意識を醸成するため、被災地を代表し

て陸前高田市に「防災メモリアル公園」

を誘致する会を、市民運動として設立（平成24年4月）

[構成団体]

市議連、各地区コミュニティ推進協議会、農協、漁協、森林組合、

商工会、観光物産協会、気仙川漁協、老人クラブ連合会、地域女性

団体協議会、青年団体協議会、青年会議所、芸術文化協会、ロータ

リークラブ、ライオンズクラブ、高田松原を守る会、市校長会、

Aid ＴＡＫＡＴＡ, SAVE ＴＡＫＡＴＡ

[活動概要（例）]

・ＰＲのための横断幕を設置

・署名活動

署名総数：33,673筆

（市内：14,735筆、市外：18,938筆）

・関係機関（復興庁など）への要請

出典：国営防災メモリアル公園を陸前高田市に誘致する会
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『SAVE TAKATA SAVE TAKATA 』による地域支援活動

[理念]

2011年3月11日の東日本大震災により、壊滅的な津波被害を受けた
岩手県陸前高田市では、「高齢化」「若者流出」「一次産業の衰退」
などの課題がよりいっそう顕著になっている。
その一方で、開かれた土地として、地域内外から多くの人たちがつど
い新たな地域づくりをはじめている「挑戦の地」である。
この挑戦の地「陸前高田」において、日本の未来を創る地域づくりを
目指している。

[事業概要]

Ⅵ地域におけるＮＰＯや市民組織などの活動状況

『陸前高田市観光物産協会』による
観光ガイド・震災の語り活動

[観光ガイド・震災の語り]

陸前高田市観光物産協会の観光ガイド部会では、市内の観光地の案内

や被災地の語り部ガイドの活動を実施

[観光ガイド講座]

視察や観光で訪れる方々をおもてなしの心で迎え、陸前高田市の良さ

をＰＲする観光ガイドを育成するための「観光ガイド講座」を開催

（陸前高田観光ガイド・震災の語り部ガイド講座；

第１回 平成25年12月15日、第２回 平成26年1月19日

第３回 平成26年2月22日、 第４回 平成26年3月16日 開催）

【陸前高田観光ガイドチラシ】

出典：陸前高田市観光物産協会Ｗｅｂサイト 出典：SAVE TAKATA Ｗｅｂサイト
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Ⅵ地域におけるＮＰＯや市民組織などの活動状況

『桜ライン311』による桜の植樹活動

[設立経緯]

2011年10月 任意団体「桜ライン311」として設立

2011年11月 団体初の植樹会を開催

2012年5月 特定非営利活動法人桜ライン311

2013年3月 植樹実績累計500本を突破

2014年5月 認定特定非営利活動法人桜ライン311として認定

[活動目的]

岩手県陸前高田市内約170kmに渡る津波の到達ラインに10mおきに桜を

植樹し、ラインにそった桜並木を作ることで、後世の人々に津波の

恐れがあるときにはその並木より上に避難するよう伝承していく

[実施事業の概要（例）]

■桜の植樹事業

岩手県陸前高田市内で約170km。東日本大震災の津波の到達ライン

をつなぐ桜並木植樹事業

■普及＆啓発事業

津波のこわさ、備えの重要性を子孫の世代まで風化させないための

普及・啓発事業

■政策提言事業

桜並木をそれぞれの地元のまちづくり計画の一部として活用して

もらえるよう提言する事業

[活動実績（2014年5月時点）]

・植樹本数：718本

・植樹箇所：169箇所

・植樹ボランティア参加人数：延べ1,707名

出典：桜ライン311 Ｗｅｂサイト

『パクト（通称 P@CT）』による地域支援活動

[活動経緯・理念]

・東日本大震災を受け、2011年7月に陸前高田市災害ボランティア

センターの有志スタッフにより結成された地元発の復興支援団体

・市外から訪れる大勢の方々に支えられて、その大きな力を被災地の

復興支援活動に生かしたいと考えたことが活動の契機

・私たちは、震災支援活動を通し新しく人がつながり、その関係が続く

ようなきっかけづくりを行っている

・陸前高田の魅力を発見し、知ってもらいながら地域の人たちと共に

町の復興を目指す

[実施事業の概要（例）]

■陸前高田市復興サポートステーション

仲間＝サポーターである皆さんが、陸前高田市を訪れる時の窓口

（ボランティア活動をきっかけに人と人がつながる窓口）

■子ども支援

子どもの遊び場「みちくさルーム」を中心に、陸前高田市内に

おいて子どもに関わる様々な活動を推進

■二又復興交流センター

ボランティア等の震災復興支援で訪れる方々、観光や帰省で市内へ

訪れる方々など、一人でも多くの方々に陸前高田市を訪れてもらい、

住民とともに活気を取り戻せるきっかけとなれる場所をつくる

（小学校の校舎を宿泊所へ再生、陸前高田の新たな拠点へ）

出典：P@CT Ｗｅｂサイト
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Ⅵ「御所湖広域公園｣での住民参加型計画づくり、

「愛・地球博記念公園」での運営体制（公園マネジメント会議）づくりの例

出典：雫石町役場Ｗｅｂサイト

■御所湖広域公園（岩手県）における取組み ■愛・地球博記念公園（愛知県）における取組み

出典：愛知県建設部公園緑地課
Ｗｅｂサイト

●御所湖広域公園「町場地区園地」開園式における市民参加

開園式で披露された地域方によるさんさ踊り 御所保育園園児による植樹

出典：岩手県Ｗｅｂサイト
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２．検討の進め方（検討体制）

【検討体制のイメージ】

基本計画検討方針
（検討項目）

空間デザインワーキンググループ
（年４回程度）

【主な検討事項等】
基本構想の｢利活用・空間イメージ｣を踏まえ、国営復興祈念
施設を含めた本公園の機能を整理し、空間構成、施設及び植栽
の計画を具体的に検討し、空間をデザインする。

有
識
者
委
員
会

（
年
３
回
程
度
）

専門分野の専門家との個別協議による具体的検討

協働デザインワーキンググループ
（年４回程度）

【主な検討事項等】
本公園を介した多様な主体の参画・協働や運営組織の考え方、それに

基づく具体的な取組方法などについて話し合いを行う。

同時に、地域主体の運営組織の育成及び支援（母体づくり等）の場とする。

Ⅰ追悼・鎮魂の場の具体的なあり方
Ⅰ国営復興祈念施設の位置、内容
Ⅳ全体の植栽計画
Ⅳ自然環境の再生のあり方
（Ⅴ中心市街地・道の駅との連携の
あり方）

Ⅵ公園の維持管理の具体的なあり方
Ⅵ公園づくりへの市民参加の具体的
なあり方
Ⅵ計画段階からの多様な主体の参画

Ⅱ教訓の伝承のあり方
Ⅲ公園利用者の安全確保
Ⅳ名勝高田松原の今後のあり方
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２．検討の進め方（検討体制）

【検討体制の構成メンバー】

空間デザインワーキンググループ
【有識者委員会委員】

池邊 このみ 千葉大学大学院園芸学研究科教授

内藤 廣 建築家・東京大学名誉教授

涌井 史郎 東京都市大学環境学部教授

（幹事）篠沢 健太 工学院大学建築学部准教授
※敬称略

【有識者委員会事務局】
国土交通省東北地方整備局、岩手県、陸前高田市、コンサルタント ほか

協働デザインワーキンググループ
【有識者委員会委員】
（幹事）広田 純一 岩手大学農学部教授 ※敬称略

【その他有識者】
五味 壮平 岩手大学人文社会科学部准教授 ※敬称略

略歴：専門分野 ：情報学・情報デザイン・ソーシャルデザインなど
研究活動(2007年11月～継続中) ：コミュニケーションの場のデザイン
これまでの地域課題研究や地域活動：陸前高田応援チーム岩大E_codeの運営と活動（無料情報誌「いいことマップ」の発行、

陸前高田ガイドブック『たかたび』の刊行、陸前高田へのツアーやイベントの開催など）（2011～）等

【地域の活動団体等】
※賑わいの創出やマネジメントといった公園の管理運営の将来像を見据えて、観光、商工あるいは
ＮＰＯ活動等の経験豊富な地元を主体とした関係者から選定中

【有識者委員会事務局】
国土交通省東北地方整備局、岩手県、陸前高田市、コンサルタント ほか
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協働デザイン
ワーキンググループ

３．今後の検討スケジュール（予定）

有識者委員会（第１回）
８月７日（本日）開催

[主な検討事項]
(１)基本構想と継続検討事項

(２)基本計画の検討方針（案）

基本計画の公表（平成27年３月末予定）

パブリックコメント
※Web公開・意見募集

高田松原津波復興祈念公園 基本構想の公表（平成２６年６月）

有識者委員会（第３回）
１～２月頃開催予定

[主な検討事項]
最終報告（基本計画（案））

有識者委員会（第２回）
１０～１１月頃開催予定

[主な検討事項]
ＷＧ検討状況の中間報告、

基本計画（素案）

空間デザイン
ワーキンググループ

地元説明会

第１回（９月１日予定）

第２回（１０月上旬予定）

第１回（９月４日予定）

第２回（１０月上旬予定）

第３回（１１月頃予定）

第４回（１２月頃予定）

第３回（１１月頃予定）

第４回（１２月頃予定）


