
 

 

 

 

 

 

第１回岩手県における復興祈念公園 

基本計画検討調査有識者委員会 
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                日 時：平成26年８月７日（木）15：00～17：00 

               会 場：陸前高田市役所４号棟３階第６会議室 
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１．開１．開１．開１．開        会会会会    

（午後 ３時００分） 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 広田委員がまだご到着になっておりませんけれども、定刻になりましたので、ただいまから

第１回岩手県における復興祈念公園基本計画検討調査有識者委員会を開会いたします。 

 本日司会を務めます東北地方整備局建政部都市・住宅整備課の石津と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 会議に先立ち、さきの東日本大震災で犠牲となられた方々へ哀悼の意を表して全員で黙祷を

ささげたいと思います。ご起立ください。 

 黙祷。 

 

〔黙祷〕 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

ありがとうございました。ご着席ください。 

座って進行させていただきます。 

内容に入ります前に資料の確認をいたします。配付資料１から４と委員席には別に参考資料

を用意しております。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。 

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

の際にはお手元のマイクをご利用くださいますようお願い申し上げます。 

 それでは、開会に当たり、初めに国土交通省東北地方整備局建政部長の安邊より一言ご挨拶

申し上げます。 

    

２．挨２．挨２．挨２．挨        拶拶拶拶    

 

【東北地方整備局建政部長】 

 東北地方整備局建政部長の安邊でございます。委員の先生方におかれましては、昨年度から

この岩手県の復興祈念公園の検討に当たりまして、たくさんのご協力を賜りまして、まず感謝

を申し上げる次第でございます。おかげをもちまして、去る６月に基本構想という形で取りま

とめることができました。 

 今年度は、基本構想から基本計画ということでその策定に向けて、復興庁予算の支出委任を

受けまして、東北地方整備局で検討を行うということになってございます。このため、基本計

画の有識者委員として、引き続き先生方にご就任をお願いいたしましたところ、ご快諾を賜り

ました。厚く御礼を申し上げます。また、新たに工学院大学の篠沢先生、それから復興庁の美

濃部参事官にもご就任をいただいております。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 今日は、本年度第１回目の委員会ということで、ちょうど陸前高田市の一大イベント、うご

く七夕、けんか七夕の日に当たるということでございまして、当地陸前高田市役所で開催をさ

せていただくということでございます。このタイミングで１回目の委員会を開催できるという

のは市長さんを始めとして市役所の皆様、それから県の皆様のご尽力の賜物ということで深く

感謝を申し上げる次第でございます。 

 ６月に公表いたしました基本構想を踏まえて、より良い基本計画、これに向けて先生方のご

指導をいただきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いを申し上げます。簡単で
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はございますけれども、挨拶とさせていただきます。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 続きまして、陸前高田市の戸羽市長よりご挨拶を頂戴したいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

【陸前高田市長】 

 それでは、一言ご挨拶を申し述べさせていただきたいと思います。本日は皆さん大変ご多忙

の中を陸前高田市までようこそおいでいただきました。心からご歓迎を申し上げたいと思いま

すし、また日ごろの皆様方のご理解とご協力に感謝を申し上げたいと思います。 

 いつも盛岡で会議が開かれるわけですが、なかなか陸前高田まで来るというのは皆さんにと

ってはプラスのご労苦があったのではないかなと思います。今ＪＲも無いような中で、一ノ関

あるいは他の駅から来ていただいてもなかなかすぐに来れる場所ではございません。しかし、

今日は一大イベントと言っていただきましたが、陸前高田市が一番盛り上がる七夕祭りの日で

ございまして、全国の皆様方がボランティアも含めてたくさんの方々に来ていただいています。

そういった中で、市民が熱望している、あるいは岩手県で被災をした人たちも含めてたくさん

の方々が期待をしている祈念公園の有識者委員会の会議が開かれるということは、私どもにと

ってもこの上ない喜びでございます。この間も先生方には大変お世話になってきたところであ

りますが、今回新しくメンバーに加わっていただきました先生方におかれましてもぜひよろし

くお願いしたいと思います。 

 一日も早く私たちも復興するべく頑張っているところでございます。どうかこれからもそれ

ぞれの立場で皆様方にはご助言など賜りながら、そしてこの公園がすばらしいものになります

ことを心からご祈念を申し上げながら、私からの皆様方に感謝のご挨拶とさせていただきたい

と思います。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 ありがとうございました。 

    

３．委員紹介３．委員紹介３．委員紹介３．委員紹介    

    

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 続きまして、有識者委員会の委員の先生方を名簿順にご紹介いたします。なお、委員の皆様

からは一言添えていただければと存じます。 

 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授の中井検裕委員でございます。 

【中井委員】 

 中井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。引き続き、昨年に続きまして復興祈

念公園のお手伝いをさせていただくことになりました。４年余り陸前高田のお手伝いをしてき

ておりまして、またここで復興祈念公園のお手伝いを引き続きさせていただくということで、

しっかり頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 建築家・東京大学名誉教授の内藤廣委員でございますが、所用のため、本日欠席でございま

す。 

 千葉大学大学院園芸学研究科教授の池邊このみ委員でございます。 

【池邊委員】 

 よろしくお願いいたします。本日は、まちづくり情報館、それから展望台のところを拝見さ

せていただきまして、まちづくり情報館におきましては本当に被災後すぐの状況から国連に出
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されたパネルまで非常に克明にこの地の状況が分かるものが展示されておりましたし、また多

くの方が今日もいらっしゃっていたこと、本当に一本松を始め全国の方々がこの陸前高田にや

はり一度は来て被災地というものをかみしめ、また何かの力になりたいというお気持ちを味わ

わせていただきました。私もこれからも引き続き何かしらお役に立ちたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 静岡大学防災総合センター副センター長で教授の牛山素行委員でございます。 

【牛山委員】 

 牛山でございます。私も引き続きの担当させていただくことになりました。私は岩手にいた

こともありまして、高田とのお付き合いは足かけ９年目くらいになりました。ですけれども、

今日初めて七夕、うごく七夕ですけれども、拝見させていただきました。昔の街路の中でやる

七夕というのは多分今年が最後になるのだなと、最後に見ることもできて、これも一つのご縁

かなと思っております。やはりそこに象徴されるようにこの高田のまちの姿を大きく変えてい

く転機の最中にあるかと思います。これからどういうまちをつくっていくのか、そのあたりに

対して何かしらご協力をしていくことができればなと改めて思った次第でございます。今後と

もよろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 工学院大学建築学部准教授の篠沢健太委員でございます。 

【篠沢委員】 

 工学院大学建築学部まちづくり学科という学科なのですけれども、准教授をしております篠

沢と申します。 

 私は、今回の委員会から参加させていただいております。専門は造園というか、公園でして、

今回復興祈念公園の基本的な構想から計画に至る段階で、どちらかというといろいろなアイデ

アを固めるお手伝いをさせていただければと思います。 

 ここ、陸前高田に来たのは今日が２回目で、７月に１回来たときに氷上神社に寄らせていた

だいて、氷上神社の空間構成が非常に興味深かったので、さっさとうまく形をつくるのではな

く、陸前高田を歩きながらいろんなその良さを探しながら形に生かせたらなと思っております。

よろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 岩手大学農学部教授の広田純一委員でございますが、若干到着が遅れてございます。 

 陸前高田市立博物館館長の本多文人委員でございます。 

【本多委員】 

 本多でございます。よろしくお願いします。 

 私は、被災直後から博物館の文化財レスキューに携わっておりまして３年目でございます。

約56万点収蔵資料の中から46万点ほど回収しまして、その処理に当たっているのが現在の私の

仕事です。この復興祈念公園に関しまして、３年目になります。またお世話になることになり

ました。市民にとっては、高田松原なくして高田なしというくらい大切なものでございますの

で、その復興のために微力ではありますが、かかわることができることをうれしく思っていま

す。皆さんよろしくお願いします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 東京都市大学環境学部教授の涌井史郎委員でございます。 

【涌井委員】 

 涌井でございます。今日は朝一番に東京で所用がございまして、皆様とご一緒に現地見学会
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に参加できなくて誠に申しわけありませんでした。心がけが悪いせいか、新幹線もさらにそれ

に１時間遅れまして、どうやらピタリと間に合ったというような、奇跡のようなものだなと思

っていますけれども。 

 私は実は被災直後にこちらを訪れて以来、その折には復旧についても、ましてや復興という

ことについてまで想像だに及ばないというような状況でございました。しかしながら、訪れる

たびに復旧が進み、そしてやがて復興に移り込んできているという姿を見て、非常に複雑な心

境でいっぱいであります。 

 原風景というもの、昔のよすがというものをどこに見出すのかということも考えていきます

と、背後の大景観、これはもう微動だにしない。しかし、平場のところは何か自分で探してい

かなければなかなか見つからない、こういう状態でありまして、この祈念公園そのものがある

種の空間としての整備だけではなくて、被災された方々あるいは犠牲になられた方々、そして

未来の子供たちがやがてこの土地で生き生きと生きていくための一つの心のマイルストーンに

なるような、そうしたものができ上がれば非常にうれしいなと考えて、引き続いて参加をさせ

ていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 引き続き行政委員をご紹介申し上げます。 

 岩手県県土整備部長の佐藤悟行政委員でございます。 

【佐藤行政委員】 

 県の県土整備部長の佐藤でございます。 

 発災から間もなく３年５カ月になります。現場を見ていただければ分かるのですが、今涌井

先生がおっしゃったようにかつての高田のまち、高田松原、高田海岸は面影が今はほとんど感

じられません。それだけ工事が本格化してきたというところでもございます。 

 私どもで整備を進めております高田海岸の防潮堤でございますけれども、間もなく撒き出し、

地上部に形があらわれる段階までやってまいりました。この時期に祈念公園の基本計画という

形で、今まではどちらかというと理念の部分で皆様からご検討いただいたのですが、どういう

ふうになっていくのかという部分などが、市民の方々あるいは県民の方々にある程度見ていた

だける段階になるのだろうなと思っています。そういう意味で、引き続き委員の皆様方には岩

手県を代表するというような、日本を代表するような復興祈念公園となりますように引き続き

ご指導いただきますようよろしくお願いをいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 陸前高田市長の戸羽太行政委員でございます。 

【戸羽行政委員】 

 戸羽でございます。先ほどもご挨拶をさせていただきましたので、特に申し上げることはあ

りませんが、本当にこの委員会、大事な委員会だと思っています。市民の皆さんの希望がつな

がるように、未来に明るい光が見えるような、そういった公園にしていただきますようによろ

しくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 復興庁参事官の美濃部雄人行政委員でございます。 

【美濃部行政委員】 

 ４月から復興庁に参りました美濃部と申します。 

 復興庁の任務というのは、地域の要望を聞きまして、そして制度の改善や事業の実施を関係

省庁にお願いしていくという立場でございまして、私自身がそういった権力を持っているわけ

ではございません。そういった政府の調整の中で、なるべく早くこの復興祈念施設の事業化を
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進めたいと思っておりまして、去年パブリックコメントを経てつくっていただいた基本構想、

いろんなところで使わせていただきまして調整をしているところでございますが、早期の事業

化に向けまして、より具体的な形で新しい基本計画ということで皆様のお知恵をいただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 復興庁岩手復興局次長の森勝彦行政委員の代理で復興推進官の亀村幸泰様でございます。 

【亀村行政委員代理】 

 今年度から岩手復興局は森次長に委員が移りました。本日はちょっと所用で来られないとい

うことで、私に出てくれということで代理で参っております。とはいえ、今後とも私も応援し

ていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 国土交通省都市局公園緑地・景観課長の梛野良明行政委員でございます。 

【梛野行政委員】 

 梛野でございます。７月から公園緑地・景観課長を拝命しております。よろしくお願いいた

します。 

 私どもの課は、この復興祈念公園の整備を担当する課になります。先生方の意見を賜りまし

て、少しでもよい、また世界にも復興ということを発信できるすばらしい公園になるよう努力

してまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 国土交通省東北地方整備局道路部長の川﨑茂信行政委員でございます。 

【川﨑行政委員】 

 道路部長をしています川﨑でございます。前回の構想会議のときから参加させていただいて

おります。 

 私は、担当としましては主に三陸沿岸道路という高速道路の整備も担当しておりますし、こ

ちらでいいますと45号という地域幹線道路の担当をしております。そして、高田松原の道の駅

の再構築というのが我々大きな使命だと思っておりまして、特にこちらの復興公園に多くの方

々に来ていただき、ここをゲートウェイとして三陸に行くようなことも念頭にして、アクセス

を行政がどう取り組むのかとか、そういうところについて先生方のご指導をいただきながら取

り組んでいきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 国土交通省東北地方整備局建政部長の安邊英明行政委員でございます。 

【安邊行政委員】 

 安邊でございます。 

 改めまして、調査を実施する事務局側でございますので、先生方のご指摘、ご指導を十分に

踏まえてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

４．委員会の設置について４．委員会の設置について４．委員会の設置について４．委員会の設置について    

    

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 続きまして、次第の４番目、委員会の設置についてご説明をいたします。資料１をご覧くだ

さい。当委員会の設置要綱案でございます。基本的には昨年度の基本構想検討調査委員会の設
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置要綱に準じて定めております。 

 第１条では趣旨、第２条では委員会の目的について定めております。第３条では、委員会の

構成について定めており、別紙として委員名簿が添付されております。第４条では、委員長及

び副委員長について、第５条では運営及び会議について定めております。第６条は新設の事項

でございまして、第２条に定める事項について具体的な検討を行うため、委員会の下にワーキ

ンググループを設置することができるという規定を設けております。ワーキンググループの運

営に必要な事項は、委員長が定めることとしております。第７条では、設置期間について。設

置の目的を達成したときに解散すると定めております。第８条では、事務局について定めてお

ります。第９条では、本要綱に定めるもののほか、本委員会の運営に必要な事項への対応につ

いて定めております。 

 以上でございますが、ご意見やご質問はございませんでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 ご異議がないようですので、この内容で委員会を設置させていただきます。なお、本日は委

員８名中６名出席いただいており、設置要綱第５条に基づき本委員会は成立していることをご

報告申し上げます。 

 続きまして、設置要綱第４条に基づく委員長につきまして、事務局といたしましては、昨年

度の基本構想検討調査有識者委員会では、委員長を中井委員にお願いしており、今年度の基本

計画検討調査有識者委員会におきましても引き続き委員長を中井委員にあらかじめお願いして

おります。また、副委員長につきましては、本日欠席ではありますが、内藤委員にお願いした

いと考えており、内藤委員からは了承をいただいております。 

 それでは、ここからは中井委員長に議事の進行をお願いいたします。 

【中井委員長】 

 改めまして、今年度も委員長を務めさせていただきます中井でございます。最初に簡単に一

言挨拶をさせていただければと思います。 

 昨年度は基本構想ということで、今年度が基本計画ということで、一歩進んだ検討を今年度

行うということでございます。ただ、昨年から引き続き委員に就任いただいている皆さんはよ

くご承知かと思いますけれども、昨年度の基本構想の検討の中で、これはどちらかというと基

本計画で検討すべきことということで、積み残し課題というようなものがかなりございました。

さらに、市民からのパブリックコメントの中でいただいた意見も基本計画の中で議論をすべき

事項というのがかなりあったということで、この基本計画の中ではかなりたくさん議論すべき

ことがあるというように考えております。基本計画ということでございますので、計画は実施

する際に当然いろいろな修正が入っていくことは考えられるわけですけれども、できるだけ手

戻りをしないで済むように、ことしはいわば山場ということで委員の皆さんにもしっかりと議

論をしていただこうと思っております。 

 それから、この公園の会議は今年度で３年目になるわけですけれども、市民フォーラムのよ

うな機会を除いて、初めて陸前高田市で行うことができたということで、私もようやく現地で

会ができるなと思って大変うれしく思っております。議論のほう、どうぞよろしくお願いをし

たいと思います。 

 

５．５．５．５．議事議事議事議事の公開についての公開についての公開についての公開について    
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【中井委員長】 

 それでは、次第に入らせていただきたいと思います。次第の５番目、議事の公開について事

務局よりご説明をお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

それでは、資料１の一番最後のペーパーでございます。議事の公開について（案）をご覧く

ださい。当会議は、原則として公開で行うことで進めてまいりたいと思います。ただし、カメ

ラ撮影は冒頭までとさせていただきたいと考えております。議事録については、東北地方整備

局ホームページ上において当日の配付資料とあわせて公開を行うこととしたいと考えておりま

す。下に東北地方整備局のホームページアドレスを記載してございます。この２点を原則とい

たしますが、例外として３点目を定めたいと考えております。「ただし、会議又は議事録の公開

により、当事者若しくは第三者の権利若しくは利益または公共の利益を害するおそれがあると

考えられるときは、その理由を明らかにした上で、会議又は議事録の全部又は一部を非公開に

することができるものとする。」と定めたいと考えております。 

 以上でございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。ただいまの説明に対しましてご意見やご質問ございますでしょう

か。標準的といいますか、昨年度もこのような形で進めさせていただきましたので、今年度も

この原案で進めさせていただくことでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。ご了承いただいたということで、そのように進めていただきたい

と思います。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 承知いたしました。そのように対応いたします。 

 それでは、ここから議事に入りますので、今からカメラ撮影をご遠慮いただきますようご協

力をお願いいたします。 

    

６．議６．議６．議６．議        事事事事    

 

【中井委員長】 

 それでは、続きまして次第の６番目の議事に入りたいと思います。議事といたしまして、（１）

基本構想と継続検討事項、（２）基本計画の検討方針（案）と両方がございますけれども、一括

して事務局からご説明いただきまして、その後委員の皆様からご意見をいただきたいと思いま

す。 

 それでは、事務局からのご説明お願いいたします。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 事務局を担当いたします東北地方整備局都市調整官の脇坂でございます。引き続きよろしく

お願いいたします。 

 それでは、私からまず（１）基本構想と継続検討事項について、資料２に基づきまして説明

させていただきます。資料２をお開きください。資料２の１ページ、２ページですが、これま
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での経緯でございます。中井委員長以下多くの方がこの経緯に深くかかわってございますので、

詳細な説明は避けますが、平成23年度の８月に岩手県の津波復興計画の中でメモリアル公園の

整備事業が位置付けられまして、また12月に陸前高田市の復興計画の中にもこの公園が位置付

けられました。その後、国に対しまして国営公園の整備の要望が県から出されまして、国とい

たしましても東日本大震災復興祈念公園検討会議を重ねまして、また涌井先生を委員長に復興

祈念公園基本構想検討会を本省で実施してございます。国のほうで震災復興祈念公園のあり方

を平成23年度末に整理しております。 

平成24年度になりますと陸前高田市に国営防災メモリアル公園を誘致する会というものが発

足いたしまして、署名を関係省庁に33,673筆の署名を提出いただきました。また、県のほうで

中井先生を委員長に高田松原地区震災復興祈念公園の構想会議を開きまして、市民フォーラム

や意見交換会なども開催いたしまして、最終的に２月に高田松原地区震災復興祈念公園のあり

方に関する提言を取りまとめております。 

 平成25年度になりますと東北地方整備局、また岩手県、陸前高田市とあわせましてこの復興

祈念公園の基本構想をつくるということで、これまで挨拶などでもお話がありましたとおり、

昨年度４回の会議、シンポジウムを開催してまいりました。平成26年度になりまして４月にパ

ブリックコメント、５月に第５回委員会を開催しまして、６月に基本構想を策定、公表したと

いうような経緯でございます。 

 続いて、３ページをお開きいただければと思います。基本構想の概要でございます。これま

でこの委員会、昨年度の委員会で議論いただいたことですので、詳細な説明は省きますが、奇

跡の一本松が残ったこの場所で犠牲者への追悼と鎮魂の思いとともに震災の教訓とそこからの

復興の姿を高田松原の再生と重ね合わせ、未来に伝えていくという基本理念を定めて、失われ

たすべての生命（いのち）の追悼・鎮魂、東日本大震災の被災の実情と教訓の伝承ほか８つの

基本方針を定めてございます。この８つの基本方針に基づき、具体的な公園イメージというこ

とで利活用イメージと空間イメージ、これを13定めたというものが基本構想の概要でございま

す。 

 続きまして、４ページでございます。これらの方針を踏まえた公園イメージについて図示を

しようということで、委員の先生方にもいろいろアドバイスいただきましたが、このような曼

荼羅図のような形で８つの基本方針と、それに関連する公園の利活用イメージ、空間イメージ

というものを一つの絵にまとめたということでございます。真ん中に失われた全ての命の追悼、

鎮魂がある中で、震災の思いと追悼・鎮魂のみならず、未来への展望、またかつての郷土の風

景の継承、また人のまちの安全の確保という観点から利活用イメージ、空間イメージをまとめ

させていただきました。 

 続きまして、５ページ、６ページをお願いいたします。曼荼羅図の書き方をちょっと変えた

ものでございますが、具体的な公園のイメージとして、被災地を代表して追悼式典を開催する、

また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土の中を追悼の想いとと

もに逍遙するといった具体的なイメージを、さらに空間のイメージに落としまして、公園の中

心的な位置、相当規模の広さの空間、思いを馳せる象徴的な場、静謐な空間。また、周辺への

眺望が確保された開けた空間、十分な高さの築山。様々な風景の中に身を置き、周辺の風景を

眺め、落ちついて逍遙できる空間。こういった形で具体の絵とか、図面ではないのですが、こ

の公園のあるべきイメージというものを基本構想は位置付けたものでございます。同様に未来

への展望ということで奇跡の一本松の話とか、道の駅の話なども位置付けてございます。 

 また、Ⅲ番で郷土の風景の継承ということで高田松原の再生、古川沼の郷土の自然、また今

日七夕が行われておりますが、こういった伝統行事の実施、またかつての公園で行われていた
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活動、こういったものを利活用イメージに続きまして空間イメージも同じように位置付けてお

ります。 

 また、これも大変重要でございますが、人とまちの安全の確保ということで、地震、津波発

生時に安全に避難すること、また津波から市街地を防御するといったことも位置付けておりま

す。 

 次に、７ページをお開きいただければと思います。具体的な公園の絵柄というのは、まさに

今年度の基本計画のやることでございますが、周辺のまちづくり、また陸前高田を含む周辺の

風景との関係、また復興関係事業、また三陸道の事業との関連をこのような形で具体的なイメ

ージにあらわしたというところが昨年の基本構想の最後につけた図面ということです。 

 ８ページでございます。基本構想からの継続検討事項ということで、５月の委員会で引き続

き検討していくことということで並べております。具体的には追悼・鎮魂の場は具体的にどう

あるべきか。また、国営の復興祈念施設はどこにどういったものでつくるべきか、またその際

に築山のデザインなどもどうあるべきか。また、教訓の伝承の具体的なあり方、震災遺構の保

存、活用をどうしていこうかということ、名勝高田松原を今後どのように再生していくのか、

視点場からの景観というのもポイントになります。また、全体の植栽計画、花の話、また植栽

の話もパブコメでも出ました。自然環境の再生のあり方、これは古川沼の周辺をどのように扱

っていくのか、公園の維持管理の具体的なあり方、また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とい

う話もございました。また、今後整備が進められる中心市街地の区画整理、道の駅との連携の

あり方、これらを踏まえた国・県・市の役割分担、こういったものが継続の検討事項というこ

とで積み残しといいますか、今回の基本計画でもさらに検討すべきことということで整理して

おります。 

 続きまして、この検討事項を踏まえまして、今年度基本計画をどのように検討するかという

ことを資料３に案として事務局でまとめさせていただきました。これをご説明させていただき

ます。 

 １ページでございます。基本構想に８つの基本方針がございました。先ほどご説明しました

失われたすべての生命（いのち）の追悼・鎮魂、また震災の実情と教訓の伝承、また復興への

強い意志と力の発信、三陸地域の津波防災文化の伝承、こういったものがございますが、先ほ

ど資料２の最後に継続検討事項として並べたものを少し基本方針にあわせて並べかえて、さら

に分類してございます。それが右側の端にギリシャ数字でまとめてございますが、これらのち

ょっとまとめたものに応じまして、具体的な検討方針というものを２ページ以降まとめさせて

いただきました。 

まず、Ⅰでございます。一番大きな課題の一つであります追悼・鎮魂の場の具体的なあり方、

また国営の復興祈念施設の位置、内容、築山のデザインを含むということです。 

２ページでございますが、上に基本構想の抜粋を書いております。基本構想においては、基

本方針に追悼と鎮魂の思いを寄せることができる場とします。また、復興全体のシンボルとな

るもので、復興への強い意志と力、また地域固有の自然や歴史、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ということが構想に書かれております。これを受けまして、

基本計画では利活用、空間イメージにありますように、これが公園の核をなすもので、この公

園全体がその役割を担うものと考えております。この国営復興祈念施設のみならずですが、検

討方針を以下に示しております。基本構想で示されました利活用イメージ、また空間イメージ

いろいろありますが、これに合致したような最適な環境、場所というのを公園の敷地を分析し

まして、設定していくということ、またその際、奇跡の一本松など象徴的な震災遺構、またこ
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の地域のランドマークとなります氷上山、箱根山、広田湾等の位置、方位等の関係、また公園

周辺における祭事・伝習等歴史民俗的特性の観点から祈りのあり方などを踏まえまして施設配

置や利用者動線などを検討してまいります。また、国営の復興祈念施設の規模や形態につきま

しても具備すべき基本的な機能の移設、式典の広場、あとはモニュメント、慰霊施設、またそ

の必要な規模や配置条件なども検討してまいりますし、またその際、高台市街地の整備などで

約200万立米の土量が発生することも踏まえまして、築山も含めました規模・形状を検討してま

いりたいと考えております。 

３ページに少し図面がありますが、この追悼と鎮魂のみならず、全体の空間分析を今回コン

サルタントに行っていただきましたので、その説明をお願いしたいと思います。資料４になり

ます。 

では、栗原さんお願いいたします。 

【プレック研究所緑地計画担当部長】 

 そうしましたら、お手元の資料４、Ａ３の横長の資料をご覧ください。表紙に目次と示して

ございますが、大きく３点ございます。１番目に広域的な特性を整理させていただいておりま

す。２点目には公園区域内の現状分析を行っております。さらにそれらを踏まえまして、検討

の方針案ということで、今お手元の資料３の３ページにあるような形で空間イメージの合致す

る場所をどのように検討していくかということの方針の案を示してございます。 

 まず、１ページ目をお開きください。ページが数多いですので、要点のみ、割愛させていた

だきながらの説明とさせていただきます。１ページ目は、広域的な特性、主要な条件について

ということで、１つ目、周辺からの公園区域の眺望の状況でございます。公園の周辺の山々で

すね、氷上山、箱根山など、あとは広田湾の海岸、そういったところから本公園区域がどのよ

うに見えるかということで写真を添付してございます。 

 続きまして、２ページ目でございます。これは、周辺地域の地形の骨格構造と公園区域とい

うことで、周辺の地形がどのようになっているのかということを表しております。１つの特徴

としまして、氷上山を始めとする山並み、山稜から丘陵の末端が広田湾に向かって鳥脚状、鳥

の脚の状態のように少し伸びてくる、そのような地形を呈している。それぞれその先端部に旧、

中世の城館であるとか遺跡、そうしたものが集中しておりまして、それを少し控える形で高台

の開発、そういったものが行われるような状況が図面に示されてございます。 

 それと先ほども祈りの方向であるとか方位、そういったものをどう検討していくかというこ

とで、その参考になるような方向を、例えば氷上山の３つの御殿から公園に向かって延びる線

あるいは日の出、日の入りの線、そういったものを参考までに示させていただいております。 

 続きまして、３ページ目でございます。これは、皆さん何度もご覧になっているかと思いま

すけれども、周辺地域の土地利用計画を示させていただいたものでございます。公園の周辺で

は、こうした土地利用の計画が現時点で示されているというものでございます。 

 続いて４ページ目でございます。ここから公園区域内の現状分析ということでございます。

１ページ目は、被災前の公共施設、公園区域として予定されている区域内にどのような公共施

設があったかということで、主には旧高田松原公園ですが、さらに野外活動センターあるいは

道の駅の施設もこの中にございます。 

 続きまして、ページをおめくりいただきまして、５ページ目でございます。公園区域内の詳

細分析としまして、まずは公園全体の図を示してございます。ここからのページは、主に関連

事業と敷地特性からそれぞれ各敷地の現状の特性を整理しておるのが１点でございます。基本

構想で設定されました、先ほどもご説明のありました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ということで整理をしております。 
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 次のページ、６ページ目、さらにそれを場所場所で拡大させていただいた図面をつけさせて

いただいております。６ページで簡単に説明をさせていただきますと、この６ページでは国道

45号、さらに気仙川、さらに川原川に囲まれた部分の敷地について分析をした図でございます。

中心図面の真ん中部分にまとまりのある平坦地22ヘクタールと記載がございますけれども、本

日現地を見ていただいた方々には分かるかと思いますが、今は仮の土の置き場になっておりま

すけれども、最終的にはまとまった平坦地がここに22ヘクタールほどの平坦地ができ上がると

いうことが示されております。また、図面の見方で凡例が右下に記載しておりますが、青い点

線で示されておりますのが検討されている段階の各事業です。例えば45号の国道あるいは第二

線堤の堤防の背面にある背面盛土、まだ完全には確定してはいない線が点線で、赤い線で書か

せていただいておりますのが工事着手あるいは工事着手予定ということで、ほぼ確定している

事業についての線を書かせていただいております。こういった事業の進捗あるいは敷地の条件

を踏まえまして、今、図の右側に空間イメージ、先ほどの基本構想から示されているものでご

ざいますけれども、その空間イメージに適合するような環境条件というもの、地形や周辺状況

等から整理させていただくと概ねそれぞれ矢印を引かせていただいておりますが、まとまりの

ある平坦地の部分であれば空間イメージの黄色で示している１番、震災への想いと追悼・鎮魂、

２番の未来への展望、さらには人とまちの安全の確保といった部分の空間イメージに合致する

のではないかというような分析を行っております。 

 今の６ページをご覧いただきまして、６ページの下の部分に主な断面図を示させていただい

ております。Ａ―Ａ’断面、Ｂ―Ｂ’断面と示させていただいておりますけれども、第二線堤

がございますので、その第二線堤の高さあるいは参考までに旧高田松原の道の駅タピック45の

高さ、そういったものを示させていただいております。 

 続きまして、７ページをご覧ください。７ページでは、国道45号より北側の敷地の分析でご

ざいます。ちょうど市街地と挟まれた部分の場所でございますけれども、こちらも敷地の特性

としましてはまとまりのある平坦地というものがそれぞれございます。ただ、南北にシンボル

ロードあるいは都市計画道路が縦断するということで、その部分では道路に挟まれるという特

性がございます。それとそれぞれ市街地、新陸前高田駅からのアクセス、あるいはそれぞれ内

陸地域からのアクセスというものがこのエリアではございます。そうした観点から、例えば中

心部分、まとまりのある平坦地16.2ヘクタールと書かせていただいているところでは、様々な

空間イメージでいきますとやはり４つほど空間イメージに合致する場所、いろいろな空間の利

活用が考えられる場所ということでここを整理させていただいております。 

 続きまして、８ページ目でございます。３番目、国道45号より南側の敷地の分析ということ

で、ここの部分につきましては古川沼あるいは旧高田松原のある部分でございます。当然こち

らにつきましては、空間イメージもご覧いただければ分かるかと思いますけれども、主にかつ

ての郷土の風景の継承ということで、高田松原や古川沼を中心に郷土の風景を再生し、自然と

触れ合える場所ということで主に空間イメージと合致するというところでございます。 

 続きまして、９ページ目でございます。こちらは気仙川右岸、ちょうど気仙中学校のある場

所についての分析でございます。こちらにつきましては、三陸沿岸道路長部インターチェンジ

からの車のアクセスゲートに位置付けられる場所として分析ができます。また、ちょうど公園

全体を見渡せるビューとして、ここの国道沿いのところがちょっと高くなりますので、この位

置からは公園全体が見渡せる場所にあるというような敷地の特性もございます。こういったと

ころにつきましても公園イメージとして右側に示しているような空間イメージと合致するとい

うことで整理をしております。 

 さらに、10ページでございますが、それぞれ各ページに示させていただきました地形断面図
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を拡大したものでございます。少し小さく、分かりづらいかと思いますので、縦横１対１の比

率で示させていただいたものですので、ご参考までにご覧ください。それらをまとめまして、

最後に11ページ目、検討方針案ということで、先ほどの資料３の３ページにも示しているもの

と同じものでございますけれども、主にこれまでのページのまとめでございます。例えば先ほ

どの気仙川、国道45号川原川に挟まれた部分であればそれぞれ空間イメージの１、２、３、４、

５、７、12、そういった空間イメージと主に合致するような場所ということで下記の配置を検

討として書かせていただいているのは追悼の場、祈念式典を開催する空間と、そういうような

空間として検討していくことが考えられるのではないかというように、このような敷地分析を

行って、それぞれの空間イメージに適合する最適な立地環境、場所の検討を行ってまいりたい

と考えているという案でございます。 

 資料４、駆け足でしたが、以上でございます。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 ありがとうございました。資料４につきましては、今まさに検討を始めたというところでご

ざいますが、基本構想から基本計画のつなぎということで、具体的な空間イメージを敷地条件

から落とし込むような作業を今まさに始めているところでして、これをさらに形にして、具体

的な計画の形にしていくというのが今年度のメーンの作業になります。その中で追悼・鎮魂の

空間をどこにしていくかというのは大変重要だというようなことで説明させていただきました。 

 続きまして、資料３の４ページでございます。教訓・伝承のあり方です。特に震災遺構の保

存活用方策が課題でございます。基本方針でも被災の実情と教訓の伝承ということでタピック

45、下宿定住促進住宅、気仙中学校等の震災遺構を活用して津波の脅威を伝えていく、また後

世にこの教訓を伝承していくということを位置付けてございます。また、岩手県においては津

波防災文化が継承されているということで、これをさらに継承していくために教育や研究の貴

重なフィールドなり、津波防災文化を継承する場としての役割を果たすということが構想に位

置付けられております。それを受けまして、今年度の検討では震災遺構について構造個体、ま

た耐久性などの物理的な状況、またこの震災遺構がどういった津波の事象を伝えていくのか、

また威力とか、津波の高さ、避難実態などがあります。それらが遺構によって異なります、ま

た遺構の場所によってもいろいろ使われ方が異なるということもございますので、それを十分

調査した上で、どのように保存活用していくか、積極的に整備していくか、また順応的といい

ますか、余り手をかけず置いておくとか、その具体的な方策を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 また、陸前高田市では、中心市街地に（仮称）震災復興施設を検討しているところです。こ

れと連携いたしました津波防災の教育フィールドとしての公園の役割を整理し、周遊園路、案

内板などを検討していきたいと思っています。また、あわせて情報発信などの案内機能の検討、

あと更には公園区域で既にタピック45などにおきまして来訪者に語り部の方々が震災の実態を

伝える取り組みを行っておりますので、これを把握した上で公園の震災遺構や関連施設や資源

などを活用した教育伝承プログラムを想定した上で検討を進めていきたいと思っております。 

 ５ページは、震災の教訓の伝承のための主な要素ということで、タピック45、下宿定住促進

住宅、奇跡の一本松、気仙中学校、ユースホステルについて被災前の状況、また被災後の建物

の状況についてまとめたものです。 

 続きまして、６ページです。公園利用者の安全確保です。これも基本方針におきまして、ハ

ード、ソフト両面から利用者の安全性を確保するということ、また新しくつくられる嵩上げ市

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安全性を高めるというこ

と、また、防潮堤や海岸防災林とあわせて多重防御の一つとして津波エネルギーの減衰等の機
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能を担うということを書いてございます。具体的な検討方針ですが、これらの方針を踏まえま

して、市の地域防災計画、また国、岩手県の各種の新ガイドライン、さらには牛山先生にご尽

力いただいております陸前高田市の東日本大震災検証報告書なども十分に踏まえながら、公園

の利用者の津波避難の考え方を検討してまいりたいと考えてございます。また、避難築山、避

難経路につきましては、その考え方を踏まえまして、避難対象者、避難可能距離などを設定し

まして、防災公園としての避難築山の配置規模、形状などを検討してまいりたいと考えてござ

います。 

 また、式典やイベントなども想定されますので、その避難対応につきましても検討し、整理

してまいりたいと考えてございます。また、ハード、ソフト面での具体的な誘導方策なども検

討を進めたいと考えてございます。 

 ７ページは、避難築山と避難路計画のまだイメージ段階ですが、ちょっとまとめてございま

す。主な避難経路、また避難対象区域の設定、どこにどのような形で避難築山をつくるか、こ

れによって困難区域がどういうふうに設定するのかどうかを検証した上でこの公園の形を検討

してまいりたいと考えております。 

 ８ページ目です。４番目、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、古川沼等についてでございます。これにつき

ましては、基本方針の６に高田松原の名勝としての価値の話、またこの地域の人々にとっての

原風景であったという話、また古川沼について多様な生物も育む貴重な汽水域であり、地域の

人々が自然と触れ合うかけがえのない水辺空間であったという話、またここを時間をかけて再

生していくことで、それを公園自体もこの地域の文化を継承する場として再生していき、郷土

景観の再生を図るといったことが位置付けられております。 

 具体の検討方針ですが、まず名勝高田松原の再生についてです。名勝高田松原につきまして

は、市のほうで保存管理計画が今現時点で策定されていないということですが、まだ名勝自体

は指定が継続されております。そのため、名勝高田松原の本質的価値を構成する要素、展望か

らの景観、また住民のこれまでの松原での取り組みを含めて、こういった形で再生、復旧の基

本方針、また保存管理にかかわる事項について検討していきたいということです。その際に、

既に高田松原を守る会等によって進められております活動がございますので、そういった活動

の展開の場も検討してまいりたいということです。また、古川沼につきましては、周辺の植生

というのが極めて大事ですので、この目標とする環境像を設定しまして保存管理のあり方を検

討していきたいと思っております。また、その際の、これまでも市民活動がありましたが、市

民のかかわり方についても検討していきたいと思っています。また、公園全体の植栽計画もこ

の公園や周辺の代表するような植物があります。ヒカミサンベニヤマボウシの話もありました。

また、ツバキもこの辺では大変有名です。また、さくらまつり等、被災前にこの公園で行われ

ていたということもありますので、ここでの植栽、また水域再生、修景計画なども検討してま

いりたいと思っております。その際、経過としても植物材料の調達ができないと、できないと

いうこともございますので、あわせて検討してまいりたいと思っております。 

 ９ページは名勝についての紹介でございます。これは昨年度の委員会でも何回かご説明させ

ていただきましたが、名勝の区域が継続してかかってございまして、このような価値があった

場所ということでございますので、今後文化庁とも連携しながらどのようにここを再生してい

くのかという方針的なものを整理しつつ、公園計画に反映していきたいと考えております。 

 10ページです。これは本多委員から昨年度何度も指摘もございました句碑、歌碑などでござ

います。これも数多く歴史的なものがあったわけでございますが、津波で多く失われてござい

ます。こういったものも価値の一つではないかと思っております。 
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 11ページです。名勝の検討方針です。名勝の本質的価値、またその価値を構成する要素を検

討いたしまして、この名勝の復旧整備の基本方針的なものを考えてまいりたいと思います。そ

の際に、展望地点を特定しまして、どこから見た景観を大事にするかということで、この公園

の整備方針に反映していきたいと思っております。また、大事なことは、この名勝は地域住民

の方々と一体としてこれまでチリ地震津波などでも再生復旧されてまいりましたので、ここの

住民との一体として保存されてきたということを今後どのように残していくのかということも

考えていきたいと思っております。検討した上で、この基本構想に反映していきたいと思って

ございますし、また市で作成する保存管理計画の一助となるようなものにしたいと思っており

ます。 

 12ページですが、植栽計画です。まだ検討が十分ではございませんが、サクラを残したいと

いうようなことも公園のみならず河川の検討でもなされてございます。また、国道45号におけ

る道路景観も重要でございますし、また追悼・鎮魂におけるふさわしい場の植栽というものも

あろうかと思います。また、先ほど説明した古川沼一帯の植生等も大変重要でございます。こ

ういったものをトータルしながら植栽計画を立ててまいりたいと考えております。 

 13ページです。５番目、中心市街地と道の駅との連携のあり方です。これは、陸前高田で地

域の活性化というのは大変重要な問題と認識しております。本日も奇跡の一本松に多くの方々

が訪れておりまして、今後三陸沿岸道の整備や道の駅の再整備と一体となって、ここが観光や

津波防災教育の拠点として多くの方に訪れていただきたいと考えております。また、これが新

しく建設される市街地との周遊を促して、一体として地域の活性化を図っていきたいと考えて

おります。これは、中心市街地で今検討されているまちづくりの計画などもリアルタイムで把

握しながら公園と中心市街地のアクセス、また配置される施設の機能の分担とか連携とか、ま

た公園からの中心市街地の眺め、また中心市街地からの公園の眺め、景観などもあわせて検討

したいと思っております。また、特に重要なのはシンボルロードと、川原川がこの公園と市街

地をつないでございますので、そこの関連性にも留意して検討してまいりたいと思っておりま

す。また、本日まさに行われておりますうごく七夕、けんか七夕を旧公園でどのように使われ

てきたかということも踏まえた検討を行ってまいりたいと思ってございます。また、道の駅も

過去年間44万人を超える多くの利用者があった道の駅でございますので、道の駅の検討とあわ

せながらこの公園の基本構想を立ててまいりたいと考えてございます。 

 14ページは、現時点での陸前高田市の中心市街地の計画案を説明したものでございます。 

 また、15ページは過去の道の駅高田松原の被災前の状況、区域や機能、そういったものを整

理したものでございます。今後道の駅の検討とあわせまして、この公園の検討、基本計画の検

討を進めてまいりますので、随時委員会などで説明してまいりたいと考えております。 

 16ページです。公園の維持管理の具体的なあり方、また計画段階からの多様な主体の参加、

公園づくりへの市民参加の具体的なあり方です。これは、これまで高田松原公園に多くの市民

が参加してきたということ、また震災後も多様な主体が多様な活動を進めているということで

すので、この公園づくりも計画段階から多くの人が参加、協働できる場にしていきたいという

ことでございます。これは、広田委員からも多く言われているようなところでございます。 

 具体的な検討方針でございますが、先ほどお話ししましたように、これまでの活動もありま

すし、震災後、「SAVE TAKATA」や「桜ライン311」など多くの活動が行われてございます。これ

らを踏まえまして、ワークショップによる基本構想や計画策定の具体的な理念なども参考にし

ながら計画段階からの体制づくりも検討してまいりたいと考えてございます。また、情報発信

も極めて重要ですので、基本計画の段階から市民参加を進めるということにあわせまして、管

理運営組織の人づくりもつくっていきたいと考えております。 
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 17ページからは、これまでの公園にかかわる、また陸前高田にかかわる市民活動を紹介して

おります。誘致する会の活動、高田松原を守る会の活動、観光物産協会による語り部活動、「SAVE 

TAKATA」の活動、また「桜ライン311」の活動、また「パクト(P@CT)」による地域支援活動など

を紹介させていただいております。 

 あと20ページは、他の公園の事例でございますが、岩手県内では御所湖広域公園でワークシ

ョップによる計画策定の事例がございます。また、愛知県の愛地球博記念公園、これ涌井先生

もかかわってございますが、マネジメント会議がつくられて運営されてございます。こういっ

たものも参考にしながら体制を組んでいきたいと考えております。 

 最後になります、21、22ページです。これら具体的な検討をどのような体制で行っていくか

ということす。昨年は事務局で検討しまして、有識者委員会にお諮りするという形で検討を進

めてまいりましたが、今回は検討事項が大変詳細、またかつ多岐にわたるということでござい

ますので、２つのワーキンググループを設置したいと考えております。１つは協働デザインワ

ーキンググループということでして、協働や市民参加ですね、そういったことを話し合いなが

ら、最終的に公園の管理運営の体制づくりの場としていきたいと考えております。また、空間

デザイン、これ大変重要でして、利活用空間イメージを踏まえてこの公園をどのような空間に

していくかという具体的な作業をするためのワーキンググループを設定していきたいと考えて

おります。ただ、この２つのワーキングで全てを賄えるわけではございません。特に防災とか、

また名勝高田松原の話とかがございますので、そういったものは個別の専門の委員の先生方と

個別協議もさせていただきながら検討を進めていきたいと考えております。 

 22ページに具体的なメンバーも書いております。協働デザインワーキンググループですが、

今日は残念ながらお越しいただいていないのですが、広田先生に幹事役になっていただきまし

て、また同じ岩手大学の五味先生。五味先生は、情報学とか、ソーシャルデザインが専門でご

ざいまして、陸前高田でも無料情報誌「いいとこマップ」の発行や、また陸前高田のガイドブ

ックの「たかたび」の刊行などにかかわってございますので、入っていただきたいと考えてお

ります。また、このほか具体的な地域の活動団体の代表の方々にも入っていただきまして、協

働デザインワーキングを重ねてまいりたいと思っております。事務局は国交省、岩手県、陸前

高田市、またコンサルタントが担うということでございます。また、空間デザインワーキング

につきましては、本委員会の委員に造園または建築のデザインに大変造詣の深い先生が多くご

ざいます。池邊先生、内藤先生、涌井先生、さらに今年度入っていただきました工学院大学の

篠沢先生に幹事になっていただきまして、ワーキンググループでの検討も数を重ねてまいりた

いと考えております。 

 23ページでございますが、今後の予定です。本日が第１回委員会で、この検討方針について

ご議論いただきたいと思っておりますが、空間デザインワーキンググループも今回承認がいた

だけましたら、早速９月１日にも開催して何回か検討を進めてまいりたいと思っております。

また、協働デザインワーキンググループを９月４日に陸前高田市で開催する予定です。これら

のワーキンググループの情報などは事務局が共通でございますので、随時情報交換しながら進

めてまいりたいと考えておりまして、10月から11月に第２回委員会を開催する予定で、中間報

告をさせていただきます。その後、地元説明会を開催しながら、第３回有識者委員会で概ねの

基本計画案を固めてパブリックコメント、その結果、できればということでございますが、年

度内を目標に基本計画を公表していきたいと考えてございます。ただ、このとおりいくかどう

かというのは検討の段階で様々なものがございますので、必ずしもというわけではございませ

んが、当面これを目標に３回の委員会、また４回ずつのワーキンググループを想定しながら仕

事を進めてまいりたいと考えております。 
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 大変長くなりましたが、私の説明は以上でございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。それでは、残り50分程度ございますので、意見交換をさせていた

だければと思います。資料３の21ページから検討の進め方、検討体制というのがございまして、

23ページに検討スケジュールというのがございます。これは後で議論していただくということ

にしまして、それまでのそもそも何を検討するのかという資料の１ページ目から基本計画に向

けた継続検討事項を踏まえた、この基本計画の検討調査有識者委員会で検討すべき事項、主に

昨年度の最後に議論していただきました課題を今日はⅠからⅥまでという形でまとめていただ

きましたけれども、このあたりについてご議論まずはいただければと思います。それで、Ａ３

の大きな、途中でご説明がありましたけれども、そちらのほうを含めても結構でございますの

で、委員の皆様からご質問やご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

 資料の４でいきますと、一番最後が一番まとまって、特に公園になるべき空間をどう使って

いくかということで、ここはこういう場所上の特性があって、こういうものには向いているの

ではないでしょうかというような、そういう整理のされ方だと私は理解をいたしました。私か

ら補足いたしますと、このＡ３の資料の11ページがそれを一括でまとめたものなのですが、図

面が平たくなっていまして、実は10ページがかなり重要な情報ということになります。つまり

防潮堤の一線堤はいいとしましても二線堤の高さ、それから位置、さらには市街地の側で嵩上

げをしているところがございますので、そことの関係とか、それからそもそもの公園のレベル

がどこら辺にあって、築山といいますか、盛り土をすれば、それが上に上がっていくというこ

とになります。 

 資料の中にもございましたけれども、これは私の質問も入っていますけれども、余剰土量が

どこかに書いてありましたよね、200万立米という話でしたけれども、この200万立米というの

はどのレベルの余剰土量という、防潮堤とかで使われる分とか市街地を嵩上げされる分は全部

その中を差し引いた残りがまだ200万立米ということですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 それを想定しております。ただ、土量自体は今県の大船渡土木センターでいろいろ調整もさ

せていただいておりますので、現時点ではそれぐらいの土量が公園で受け入れるべきであると

いうことを前提にして、この基本計画の策定は進めていきたいと思っております。 

【中井委員長】 

 これは、公園で受け入れるべきであるということですね。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 受け入れることを今前提にして土量計画を立てておりますので。 

【中井委員長】 

 そうですか。ということは、この200万立米をこの公園の中で何かうまい形で使っていくとい

うことをぜひともそういう方向で考えていきたいというのは、とりあえず事務局はそのように

今申し上げたということでございます。皆様、いかがでございましょうか。 

 今回は、１回目ということでもございますので、比較的自由に、まだこれから検討を始める

と、そのための基礎的な材料の整理ということでございますので、自由にご質問やご意見をい

ただければいいかなと思っております。 

 それでは、本多委員お願いいたします。 

【本多委員】 

 私からは、意見ということではなく、要望ということでお話しします。 

 資料４の最初の１ページのところで、４カ所からの展望ということで示されておりますけれ
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ども、過日、教育委員会の若い職員と一緒に周辺部の山から高田松原がどのように遠望できる

かを確認して歩きました。昭和15年の名勝としての指定の際、指定の概要のところで雷神山と

いう山が記載されております。雷神山という山は、高田松原から見ると独立峰となっていませ

んので、見えにくいのですけれども、雷神山から高田松原方面を見ると非常にすばらしい景観

であることが確認できました。気仙川が蛇行しているところも全体として見えます。この中に

は入っておりませんけれども、なぜ名勝として指定されるときに雷神山を入れたのかよくわか

りました。車で行くことができますので、後でぜひ確認していただきたいと思います。以上で

す。 

【中井委員長】 

 これは、事務局はよろしいですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 はい。 

【中井委員長】 

 ぜひともそういった情報をどんどんいただければ、こういった検討には大変そういった情報

の蓄積は役に立つと思いますので、よろしくお願いします。 

 他はいかがでしょうか。 

 はい、牛山先生お願いいたします。 

【牛山委員】 

 昨年の委員会の中でも若干話が出ていたかと思うのですけれども、遺構について、震災遺構

のことについて、専ら建物を中心とした記述が多いような気がするのですけれども、建物だけ

ではなくて、街路というか道路、それから住家、その他の基礎の部分とか、ああいったものの

保存というのもなるべく正面に打ち出していただいたほうがいいのではないのかなという気が

いたします。高田の場合、建物を非常に多く残せることになったのは評価できると思うのです

けれども、建物単体で残っていると、まちの姿というものは完全になくなってしまうという感

じがいたします。これから嵩上げの作業が進みますと、ますますその感が深まると思いますの

で、公園の敷地内の一部で結構だと思いますので、昔の街路を思わせるようなものをかなり意

識的に残すと、そういう一角をつくってもいいのかなと。場所的に言うと、多分45号北側の曲

松の辺りとか、あるいは気仙中学校の周りの辺りとかが候補になるかと思うのですが、その辺

をそろそろ明記して踏み込んで書いてもいいのではないかなという気がいたしました。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。実は、私も気が付いたのですけれども、資料の３の５ページに何か

点々で丸が小さく書いて、「市街地の地割」と一応書いてあるのです。ただ、どういう形でこう

いうのを残せばいいのかということと、それからここは市の方に聞いたほうがいいかもしれま

せんけれども、比較的新しい市街地ですよね、公園区域内というのは陸前高田の中でも。だか

ら、本当のそういう地割は、今復興しているところのほうに残っていて、これは中心市街地の

中でそういうのを、記憶をどうやって継承しようかという検討は、そちらはそちらでしていま

すけれども、こういった公園の区域内でもそういった地割みたいなものを残してはどうかとい

うことで、私もそういう検討を是非していただければいいかなと思いますけれども。どなたか

それに関連してご意見や補足的な情報提供がございましたらお願いしたいと思いますが、事務

局では何かありませんか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 まさにそこも検討しようと思っていたところでございまして、特にＪＲの大船渡線の線路跡

とか、特に大船渡線のラインが、ここまでしか津波は来なかったのではないかと思ったライン
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としての意味があったのではないかということで、踏切のところが少し今現状残っていたりも

しておりますし、市街地の地割についても公園の利用との兼ね合いというのもございますが、

記憶をどう残していくかという意味では重要な要素ではないかと思っておりまして、基本計画

段階でのいろんな機能との兼ね合いの中で残せるところについては留意していきたいと思って

おります。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 他にはいかがでしょうか。 

 はい、涌井先生お願いいたします。 

【涌井委員】 

 非常に些末な質問なのですけれども、今委員長がおっしゃったように実はこの資料４の10ペ

ージというのは、非常に分かりやすいわけです。残念ながら嵩上げ市街地のレベルと、この公

園のレベルの関係が明記されていないのです。恐らくこちらで基本計画を検討していくときに、

築山をつくるといったときに、その市街地の側の高さがどういう関係になっているのかという

ことが明示されませんと非常にイメージがつかみにくい。というのは、これだけの規模になる

と、冒頭この資料、この間と違って非常にいい資料になっていて、１ページのところ、２ペー

ジのところあたりの大景観の、つまり景観の構造図というものがあるわけですが、要するにふ

るさとを振り返ったときに不易流行といいますか、全く変わらない後背地の山並みみたいなも

のをやっぱりしっかり受け止めるという、そういうところは実はこの地域におられる方にとっ

てものすごく重要な印象だと思うのです。そういう中で、それを阻害しないで、なおかつどう

いう空間をつくっていくのかということになると、やっぱり市街地のレベルとここのレベルの

連担性はどうなっているのかというあたりのことをしっかり把握しておかないと、大きなラン

ドスケープの構想ができないと思いますので、そこはどこかにしっかり明示してほしいなとい

う希望であります。大体どのぐらいの高さになるのですか、嵩上げ市街地が。 

【中井委員長】 

 これは、都市計画課にお願いしたほうがいいですかね、ここの10ページでいきますとですね

…… 

【涌井委員】 

 真ん中にあるやつですね。 

【中井委員長】 

 ええ、Ｄ―Ｄ’断面というものの右側が高田の……違うな、これ高台市街地はもっと高いで

すよね。だから、これ嵩上げ市街地ですよね。 

【涌井委員】 

 そうですね。 

【中井委員長】 

 はい。 

【涌井委員】 

 だから、もうちょっと大きなスケールで断面を見させていただけると非常に分かりやすいと

思いますので、それをちょっとつけ加えていただきたいと思います。 

【中井委員長】 

 はい。私も資料をつくるときに、これ実は結構レベル差があるので、それを何かうまく表現

してくれないかという注文はつけたのですけれども、ちょっとまだ不十分なところがあるよう

でございました。是非それは、特に見え方、見られ方を検討するときに必ず必要になりますの
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で、よろしくお願いします。 

 他にはいかがですか。 

 はい、池邊委員、どうぞ。 

【池邊委員】 

 先ほど涌井先生がおっしゃられたように、私も今回様々な、夏至の日の入りですとか、日の

出の方向ですとか、そういったものも検討され、私も鎮魂の時にあの辺、どちらを向いて皆さ

んが黙祷するのかとか、そういうものも含めて様々な検討が行われるということは重要だと思

っておりまして、今回の資料、非常に良くなったと思っています。 

 もう一つは、これは中井先生が委員長をやっていらっしゃるので、あえてお願いしたいと思

うのですけれども、今回の検討の中では、やはりまだまだ敷地の中だけでございます。ただ、

それぞれのところにシンボルロードであるとか、この公園に来る道路が書かれております。そ

うしますと、そういう大きなイベントのときには多分車で家族でとか、高齢者の方も含めてい

らっしゃるのだと思うのですけれども、やはり日常利用ということを考えますと、お子さんで

すとか中学生ぐらいとか高校生ぐらい、あるいはファミリーで高台移転等で近くになった方々

は自転車等で来られるとか、あるいは徒歩でも来られるというようなこと、余りこちらの地域

では徒歩というのは考えないと伺っていますけれども、そういった中で道路から公園というも

のがどういうふうに見えるのかという、何かそういうような視点が非常に大事だと思っていま

す。やはり今回の被災のことで海に対する意識というのが、やはりそれぞれの家族で様々だと

思いますし、ある意味ではこの公園というのが大きなイベントの時だけではなくて、日常的に

多くの方に愛される、そういった意味ではいろんな生活シーン、24時間、あるいは１週間の中

で土日にどう使われるのか、あるいは夏休みとか、そういった休みにどういう年齢層の方がど

う使われるのか、そんな生活シーンを想定した上で、この道路からのシークエンスと、そのよ

うなあたりにも配慮していただけるような資料を今後つくっていただければと思っております。 

 以上でございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。今涌井先生と、それから池邊先生が言われたのは結構共通してい

て、やっぱり敷地の中の話だけではなくて、市街地だったり、外の山々だったり、外の空間と

公園の関係で、一つは見る、見られる、のような、そういう関係もありますけれども、どうや

ってアクセスするかというような機能的な部分についてもやっぱりきっちりと検討していくべ

きだと思います。これは、外の検討とかなり連携しないとできない部分もあるので、そこは少

しよく意識をして作業をしていただき、市からの情報は逐次こちらのほうにインプットしてい

ただけると思いますけれども、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

 例えばさっき本多先生が雷神山のことをおっしゃられましたけれども、この公園が外からど

ういうふうに見えるかとかというようなものも、場所もちゃんと検討したほうが、視点場も検

討したほうが良さそうですね。ぜひお願いしたいと思います。 

 他はいかがでしょうか。 

 はい、美濃部委員、どうぞ。 

【美濃部行政委員】 

 全く違う視点になるのですけれども、去年の資料を読んでいましたら、陸前高田というのは

あまり今まで津波の被害は無かったと。それは、松原で減衰されて、さらに中側の低いところ

に一旦水がたまってくるので、市街地にはあまり大きい勢いで水が来なかったというようなこ

とも書いてあって、今回は全然それとは違う高い津波だったので被害が大きかったということ

でしたが、この中に築山とか嵩上げとかしていくと、一旦水がたまる機能というのが減ること
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も考えられるのですけれども、その空間デザインをしていく中で、その公園の中の水の貯留機

能でまた市街地への津波の流れがどう変わるかとか、そういうことも併せて検討していけると

考えていいのでしょうか。それは、影響が小さいから無視できるという考え方でいいのでしょ

うか、その辺分かれば教えていただけますでしょうか。 

【中井委員長】 

 これは、事務局でお答えいただけますか。 

【岩手県県土整備部都市計画課担当課長】 

 ご意見ありがとうございます。避難の関係で築山も必要だということで考えていますが、一

方で今委員ご指摘のとおり、山を設けると湛水面積が減るというのは当然のことなので、その

辺のバランス、シミュレーション等をしながらあわせて検討していきたいと思っております。 

【中井委員長】 

 私からも補足いたしますと、基本的には第二線堤でＬ１レベルの津波は止まるということな

のですけれども、それを超えてきたときの話ということで、復興計画をつくるときにかなり綿

密にシミュレーションをやりましたけれども、ここでまた公園の中に築山なり、あるいは古川

沼なりというような形でのでこぼこができますと、当然その値も少し変わってくるところもあ

ろうかと思いますので、シミュレーションは今回ももう一回きっちりとやって検証した上で安

全を確保していくということになるかと思います。 

 他にはいかがでしょうか。篠沢先生からご発言いただけますか。 

【篠沢委員】 

 篠沢です。私、今回初めて参加いたしまして、いろんな先生のお話を聞いていて、いろいろ

と考えなければいけないことは多いなと思っていたのですが、一方で非常に周囲の計画がかな

り早く進んでいて、調整をとらなければいけない部分が非常に多いなというのを痛感しており

ます。先ほど道路のお話がありましたけれども、道路の線形、あるいは道路の断面が決まりつ

つあると。のり面がどこまで延びてくるか、公園側で受け入れられるのか、受け入れられない

のか、というのは、公園と高台部分とのつながりをつくる上では非常に大切になってくるなと。

今のり面はできていて、ばしっと切られた後で、ここからが公園だよということだと、多分高

台を造成して新たな地形を生み出すという今の震災復興の行為が個々の事業になってしまう。

今回の復興祈念公園の役割というのは、ある意味ではその領域を、間を取り持ちながら、道路

や河川をつなぎながら計画されている地形を元々の地形につなぐことなのかなと思っています。

特に河川は、例えば公園区域全体図、資料４の５にあるようにかなり計画着手、予定事業の部

分でもかなり線形が固まってきているというところがあるので、これはどのように言ったらい

いかわからないのですが、できるだけ早く検討のポイントを上げて各部署にお願いをしながら、

柔らかく周囲とつないでいくことができればと思っております。 

 そのために、手前のテーブルで作ってみたのは地形模型なのです。何でこんなことをするの

かといいますと、今日視察へ行ってみると分かるのですが、風景の中に茶色い台形がいっぱい

並ぶという、何かインプリントされていくような感じで、私は今日石巻から北上してきたので

すけれども、ずっと上がってくると慣れてしまうのです。あれが何か当たり前の形になってし

まうと。茶色いと印象的なのですけれども、緑になっていると、ああ、もう大丈夫だみたいな

感じになってしまうのですが、実はそうではなくて、非常に豊かな地形の中で、しかもこれま

で陸前高田の方々は低地部分と高台部分をうまく使いこなしていると。尾根の出っ張っている

ところの先端は、お城にはなっていたり、神社にはなったりしていますけれども、大きく変え

ることはしないで、ちょっと引いた陸の根っこの部分は使っているけれども、陸の先端は使わ

ないでいると、何かそういったことが今の公園の境界部分に二重写しになって、境目のところ
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で使っているものが露出してしまわないような部分を公園の範囲で受けとめられればいいかな

と思っていますが、大変だなと思っております。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。確認ですけれども、資料４の５ページに先ほど検討段階のものは点

線で、工事着手もしくは工事着手予定事業でかなり確実性の高いものは赤いラインでというお

話がありましたけれども、そういうことでよろしいのですか。ということは、これは県のほう

ですけれども、川原川の線形もこれでほぼ確定ということでよろしいのですか。特に公園の中

の方の話です、市街地の方ではなくて。 

【大船渡土木センター港湾課長】 

 それでは、ご質問にお答えします。 

 川原川の線形については、この図にしているとおり、ほぼ決まっておるところでございます。 

【中井委員長】 

 松原大橋から気仙川水門のところまでのことですけれども、大体こんな感じでということな

のですね。 

【大船渡土木センター港湾課長】 

 はい、そうです。 

【中井委員長】 

 大体というか、赤い線だからかなり決まっているということですね。逆にそこの東側のほう

は、水際線はまだあまり決まっていないということにも見えますけれども、とにかく川の部分

は決まっているということですね。 

 それから、先ほど45号が点線になっているというのは、ここのところをご説明いただけます

か。 

【東北地方整備局道路部交通対策課長】 

 交通対策課の金ヶ瀬です。よろしくお願いします。 

 45号は、基本的に地盤沈下分の１メーター程度のかさ上げがあるということで、これからの

公園との調整が残っているということにはなっておりますが、基本的には道路の位置は変わり

ません。今の現況のところで線形は入ります。あと公園とあわせて歩道の位置を内側、外側と

いうことで、また計画が調整段階ということで現在は点線にしております。 

【中井委員長】 

 あとこの気仙大橋のほうに向けて上がっていくのですよね、当然。 

【東北地方整備局道路部交通対策課長】 

 はい。 

【中井委員長】 

 勾配上がるので。 

【東北地方整備局道路部交通対策課長】 

 気仙大橋は、今工事しておりますので、ここの一部分だけは確定にはなっておりますが、45号

全体としては点線という表示をさせていただいております。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 はい、涌井先生、どうぞ。 

【涌井委員】 

 今の篠沢委員のご意見に関係するのですけれども、実は気仙川を津波が遡行してもたらした

被害というのは極めて大きいのです。ですから、多分地元の方にしてみると、この気仙川を挟
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んだ部分に対する様々な思いは多分重畳しているのではないかなと。そういう面で、ここの河

川と公園のとり合いというものは、鎮魂ということを含めて考えてみますと、やはり知ること

と伝えることと、そういう両方の要素から非常に重要な実は空間構成の大きなポイントになる

し、それから鎮魂のポイントをどこに定めるかというあたりのところにも深く関係してくると

思うので、道路もさることながら、このあたりについて柔軟な調整ができるのであれば、ぜひ

そこは着目をしていただきたいと思います。もちろんこれからさらにこうした災害が起きる可

能性がないわけではありませんから、安全性をより高くするということにはしっかり対応しな

ければいけないにしても、実はこの気仙川を遡行した津波の威力といいますか、これがもたら

したものというものは非常に印象が深いので、ここはしっかり考えたほうがいいのではないか

なと、こんな印象を持っています。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 事務局、どうでしょうか。何かありますか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 気仙川を遡上したというのは、本当にまさに今回の津波の大きさを示すものでして、桜ライ

ン311のように津波がどこまで届いたかという跡とこの公園との連携が取れないかというような

ことは基本構想にも少し書かれたところでございます。ただ、今日の資料はどちらかというと

公園の区域内の空間分析がメーンなので、今回の津波の教訓をこの公園と周辺が連携してどう

発信していくかというところまでちょっと検討不足なところが正直ございます。そこは今日震

災遺構の話もございましたが、この公園がまさに担うべき教訓の伝承で重要なことだと思いま

すので、そこは引き続きといいますか、検討は進めていきたいと思っております。 

【中井委員長】 

 今のは公園の外との連携の話だけれども、公園の中の、要するに河口のところですよね、こ

こは震災遺構も気仙中学校、一本松、ユースホステルというふうに両側に震災遺構があります

し、それから水門ができるというのはかなり大きな事象なので、そのあたりのこともよく考え

るようにというようなことも入っているのかなと思いました。 

 他いかがでしょうか。 

 牛山先生。 

【牛山委員】 

 幾つか確認事項なのですけれども、まず先ほどから築山の話が幾つか出てきておりますが、

築山をつくるのかどうか、あるいは具体的に幾つ、どのサイズをどこにつくるのか、そういう

議論はここの委員会の場である程度方向を決めていくと、そういうことになると考えてよろし

いでしょうか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 はい、そのとおりです。 

【牛山委員】 

 それは事務局から何らかの根拠というか、背景をもとにしてこれくらいのサイズでこういう

ものをつくると、いずれ今年度中のどこかの段階でご提案があるということですね。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 はい。 

【牛山委員】 

 では、それを待って、我々としては何か意見を言うということですね。現状では、何かある

程度の案はあるのでしょうか。 
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【東北地方整備局都市調整官】 

 資料３の７ページのところが現状での検討イメージの例なのですけれども、避難築山を一定

の間隔といいますか、範囲でつくるとするとこの３カ所につくっていくということが考えられ

るのではないかということで、先ほど土量の話と、あとはそれこそ空間の設えともあわせてな

のですけれども、防災公園としての避難場所という考え方をまず整理した上で、そこにどう空

間をつくっていくかというような作業になるかと思います。そういう意味では、この委員会で

もこの考え方といいますか、提示してまいりますし、牛山先生にもいろいろご相談に乗ってい

ただければと考えてございます。 

【牛山委員】 

 この形が別に底面積をあらわしているものではないということでしょうか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 ではないです。この辺に・・・くらいな程度で、これも固まったものでないということです。 

【牛山委員】 

 分かりました。築山というものに対してはいろいろなご意見やら、いろいろな感情やらがあ

るかと思うのですけれども、決して今ここの目の前に見えているような四角いものとは限らな

いと思いますので、その辺は余りネガティブな意見が強くならないように、いきなり出すので

はなくて、いろんなものがあるのだと、丸いものもあれば四角いものもあるみたいな、何でも

あるのですけれども、そのような情報提示を段階的にしていただくといいのかなと思います。 

 それともう一つなのですけれども、高田松原の再生ということで、松を植えることになると

思われる空間というのはこの公園あるいは堤防の周辺の敷地の中ですと、どの辺りになってい

るわけでしょうか。 

【中井委員長】 

 これは事務局からまずお答えをお願いいたします。資料４の５ページぐらいでお話しいただ

けるといいですかね。 

【岩手県県土整備部都市計画課担当課長】 

 資料４の５ページでいいますと、海側からいって第一線堤、赤くハッチのある部分、それか

ら第二線堤という古川沼のすぐ南の部分がありますが、そこに囲まれて、挟まれた赤いハッチ

が入っている部分が松原の災害復旧の事業で行われる部分になっておりまして、ここがまず松

原になります。 

 それから、二線堤から陸側のほうについては、これから基本計画を検討していく中で樹種の

検討も当然されるとは思いますが、名勝との関係もありますので、松原の災害復旧との関係も

見ながら樹種を定めていくということになっていくと思います。 

【牛山委員】 

 いわゆる「緑の防潮堤」というような話もいろいろあると思うのですけれども、いわゆる「緑

の防潮堤」というものをつくることになるわけなのでしょうか、今のところそのあたりはどう

なっているのでしょうか。 

【中井委員長】 

 いかがですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 基本的にはここはもともと名勝高田松原があったところでございますので、松での復旧とい

うのがベースに考えてございますし、ここに限らず植栽計画の中での全体を検討していくとい

うようなことでして、あらかじめこういうのが固まっていると、そういうようなことではなく

て、まさに今年度の計画の中で植栽もあわせて整理していくということでございます。ただ、
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先ほど県からも説明がございました既に保安林の災害復旧でやるところはもうある程度決まっ

ていますので、そこは前提としつつということになります。 

【牛山委員】 

 私は、「緑の防潮堤」は技術的に非常に疑いを持っておりますので、名取等でのうまくいって

いない事例があるように伺っていますので、そういう話があるのであればぜひ慎重に技術的検

討を進めていただくことを、ここでは失敗は許されないと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。先ほどの築山の話は、多分まず築山の意味性というのでしょうか、

築山にどういう思いを込めるかということと、それからデザインの問題ですね。デザインの中

には「用・強・美」とよく言うように機能の問題と、築山自体の構造の問題と、それからいわ

ゆる見た目のデザインの問題が入っていますし、当然それやった後にそれが市街地も含めてど

ういう影響が出てくるか、これは防災面も含めて検討していく、いろいろな面から築山を検討

していくことになろうかと思いますけれども、それは基本計画の段階で相当程度には詰めたい

と、あるいはそれを詰めないと基本計画にならないのではないかと思いますので、そこはこの

委員会の割と大きなテーマになるのかなと思います。 

 他はいかがですか。 

 本多委員、どうぞ。 

【本多委員】 

 今松林のことについて話されていますけれども、私からのお願いとしては、高田にとっては

高田松原の再生は大変重要なポイントなわけです。それで、いろいろお話の中で出てきますが、

防災効果というか、松林の減災効果という言葉のほうが適当かと思いますけれども、その減災

効果についての専門的な形での説明をもう少し市民に分かりやすくお話ししていただければ非

常に考える材料としてはよろしいのではないかなと思いましたので、お願いしたいと思います。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 これご要望ということでよろしくお願いしたいと思います。 

 篠沢先生、何か手を挙げられかけていましたけれども、どうぞ。 

【篠沢委員】 

 すみません、私はこういう場に慣れていないので、不適切な質問だったら委員長、止めてく

ださい。 

 原状復旧という考え方がありますよね、例えば橋梁を元のものに戻していく、震災前の。で

も、例えば周りを高く盛り上げてしまった場合に、これまでの現状のままにすると低い位置に

橋ができてしまうわけですよね。あるいはもし地面が沈んでいれば、その部分は使えない橋に

なってしまうのですが、設計をほぼそのままにして、高さを変えたりすることというのはでき

るのでしょうかというのが１点目の質問です。 

 もう一つは、今陸前高田のまちの中の復興のある意味シンボルにもなるのかなと僕は思うの

ですが、ベルトコンベアに関しては、あれは市民の方はもう終わってしまえば無いほうがいい

とお思いなのでしょうか。僕にとってみると復旧、復興のためにある程度役に立ってくれた、

何かそれも一つ歴史になるのかなみたいな感じも思っているのですが、ちょっと単純に思いま

した。 

【中井委員長】 

 不適切な質問ではないとは思いますけれども、答えにくい質問かもしれないですね。１つ目
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は、復旧の話なので、これ事務的にお答えするほうがいいと思うので、どうですか。復旧とい

うのはどの範囲までが復旧かという、そういう話だと思いますけれども。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 災害復旧の事業では、災害査定を受けて、基本的に現状どおりということなのですが、周辺

の状況でやむを得ないという場合は、そこを調整の上で対応していくということが基本ですの

で、周りが上がったところでそこだけ現地で現状どおりというふうに無理にこだわるものでは

ないものと考えてございます。 

 あとベルトコンベアについては、ちょっと答え難いところがありますが。 

【中井委員長】 

 市長が何かお話しされますか。 

【戸羽行政委員】 

 ベルトコンベアについては、実は川を渡ったつり橋のところがございます。あの部分につい

ては、子供たちに名前を付けていただいて、「希望のかけ橋」ということになっているのです。

今築山の議論もありますが、今清水ＪＶの方々とか、ＵＲの方々にお聞きをすると、あれはあ

くまでも仮設のワイヤとかなので、これをずっととっておくというのはちょっと難しいですよ

と。ただ、広報の方々なんかに言わせると、そう言われても残したほうがいいですよという議

論もなくはないのです。ですから、例えばあれを避難路に使えないのだろうかとか、ちょっと

そういうことは私は専門的なことは全然分かりませんが、今先生がおっしゃっていただいたよ

うに、あれによってすごくみんなが希望を持ったというのも事実ですし、あれだけ巨大なもの

がこんな田舎に突然現れたということもまたすごいことなので、市民の皆さんの意見も聞かな

ければいけませんけれども、もし検討できるのであれば、あるいは公園とマッチングするので

あれば一つ検討するということもあるのではないかなという気はしていますが、ただ、今のと

ころは何も決まっているものではありません。 

【中井委員長】 

 涌井先生、何かありますか。 

【涌井委員】 

 実はあれができたおかげで、ものすごい工期短縮になったということと、それから同時に、

意外と見忘れているのですけれども、環境負荷が大きく低減しているわけですよ、ダンプカー

が走り回る砂塵であるとか、ＣＯ
２
であるとか、そういう面でも非常に意味があって、産業遺

産というのはご案内のとおりホッパーだとか、そういうものがあるのですけれども、確かに考

えてみれば震災遺構ではなくて、震災復旧遺産というか、そういう位置付けで何かを考えると

いう手はあるのかもしれない。だから、それはやっぱり一度検討するということは必要なので

はないかなという気はします。 

【中井委員長】 

 私も割と同意見といいますか、ここの検討委員会の中で、当然市民の皆さんの意見も聞きな

がら少し検討をしていくと同時に、仮設なので、どれぐらい費用がかかるのかといったような、

少し現実的にあれをもし残すとしたらどういう形で残せるのかといったようなことも、これは

コンサルタントで少し検討、コスト面なんかは検討していただければと思います。聞いている

範囲では、全部無くなるというふうに私は聞いていますけれども、ここの委員会の中で、それ

はぜひ問題提起もあったということで検討させていただければと思います。 

 今日ちょっと行って聞きましたら、もともと１日２万立米だったそうなのですけれども、ダ

ンプ4,000台分ということなのですけれども、今はかなり頑張って２万5,000立米ぐらい動かし

ているらしいので、ダンプカーで、10トンダンプで5,000台分ですので、環境負荷もこれ本当に
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かなり大きな軽減になっているのかなという部分はあると思います。ありがとうございました。 

 はい。 

【池邊委員】 

 これは単純な質問なのですけれども、今日拝見してきて炎天下、みなさん奇跡の一本松まで

茶屋のところから歩いていらっしゃるのですけれども、いわゆる暫定的、多分これからもまだ

まだ一本松にはたくさんの方がいらっしゃって、今は夏で暑くて、緑陰がないわけですけれど

も、冬になればまた風がすごくて、潮風に飛ばされそうになって、それでも皆さん来てくださ

るのですが、またもちろん市民の方もそういう方もいらっしゃると思うのですけれども、それ

が最終的に最終形にはまた変わりますし、工事的にも非常に難しいとは思うのですが、暫定的

にそういうような茶屋の部分から一本松までの園路みたいな部分を少し早期に暫定整備をする

ような計画はおありになりますでしょうか。 

【中井委員長】 

 これは市とか県でお答えいただかないとだめかな。 

【陸前高田市都市計画課長】 

 市の都市計画課でございます。これまでも駐車場から一本松の間は、例えば車いすでも行け

るようにということで舗装をしたり、あるいは日影をということで四阿を設置したりなど行っ

てきました。今のところは、今の形が最終形という予定をしておりまして、あの上でさらに何

ができるかというのは、いろいろご意見があれば実現できるものであれば検討してまいりたい

と思いますが、今のところはあの形で当分行いたいと考えているところでございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 少し行政委員の皆さんからもご意見いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 梛野課長からお願いします。 

【梛野行政委員】 

 大体書かれていることでもあるのですけれども、留意点として考えておいたほうがいいので

はないかなという点を二、三申し上げたいと思っております。 

 １つは、先ほど涌井先生や池邊先生からもお話ありましたけれども、外からの見え方なので

すが、特に追悼・鎮魂の場となるところの視認性といいましょうか、例えばシンボルロード、

恐らくシンボルロードから直接はアイストップにはならないと思うのですけれども、よく造園

のやり方だと一回どこかで止まってから、次に見えるとか、いろいろ工夫の仕方というのはあ

るのです。分かりやすいのは神社の鳥居みたいなものなのですけれども、その先に何かがある

というのが分かるような仕組みとか、そういうのがあると仕掛けとしては面白いといいましょ

うか、来る人にはだんだんそういうところに近くなっていくというのが分かっていいのかなと

いうのが１つございます。 

 それとやはり追悼・鎮魂の場として活用されるとなると、そこで式典とかイベント、いろん

なことが開催されることが予想されます。そのときのインフラ部分ですね、それだけあっても

人はなかなか集まったりなんかできません。例えばトイレの問題だとか、駐車場の問題とか、

やはり常にそういうことも含めてそろそろ考えておかないといけないかなということでありま

す。あわせて式典なり、イベントやったときの背景といいましょうか、後ろに何が見えている

かすごく大事ですよね、今までもいろんな式典やっていますけれども、背景に何が見えるかと

いうのが、要するに絵になるかどうかという部分は非常に大事ですので、今だと、例えば一本

松が後ろに見えるとか、そういう配慮ということも考えておいたほうがいいかなというのがあ

ります。 
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 最後に、先ほど来あります高田松原との関係なのですけれども、やはりこの陸前高田市にと

っては一番の財産だったと思いますので、そこがこっちの公園といいましょうか、追悼・鎮魂

の場の方からもある程度視認できるというか、そことの景観の連携みたいなこともこれも考え

ておかないといけないのではないかということであります。 

 以上、３つほど申し上げましたけれども、これからの計画立てるときにそういうことも考え

ておいたほうがいいのではないかということであります。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 県の佐藤部長はいかがでございますか。 

【佐藤行政委員】 

 私どもは、公園を整備する主体でもあります。実際にワーキンググループ２つつくっていた

だいて、その中で組み込んで検討していただくということになるわけですが、我々は非常に広

い面積を整備するという立場にあります。これは、一定の時間がかかります。植栽等を考えれ

ば、本当に完成するまで、完全に完成するという形がいつと設定するか難しいところあるので

すが、そういうことも踏まえながらの計画というのですか、そういう形を我々も事業のイメー

ジを持ちながら考えていきたいと思っておりますので、先生方にもそういう観点からもお話を

いただければというように思います。そのプロセスですね。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 戸羽市長、お願いします。 

【戸羽行政委員】 

 本当にそれぞれの専門の方々がいらっしゃるので、特に公園ということですから、今佐藤部

長もおっしゃっていただきましたが、少しワーキンググループの中で、もう少しみんながイメ

ージできるような、具体的なものであればそれがいいとか悪いとか、もっとこうしてほしいと

かあると思うのですが、今全体をバフッとやっているところなので、今年度の中でワーキング

グループで揉んでいただければありがたいなと思います。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 本多委員、どうぞ。 

【本多委員】 

 今回は第１回ということなので、具体的な内容には入らないで、進め方についての協議が中

心になるのかなという思いで、私自身が思っていることを申し上げますと、この公園が一挙に

できるわけではないので、つくり続ける公園という視点で考えていくべきではないかというこ

とが第１点です。 

 それから、今までの高田松原がそうだったのですけれども、市民総参加で高田松原を育てて

きているわけで、協働による公園づくりといいますか、そういうことを考えた時に以前委員長

さんが発言されておりましたけれども、今日のお話がやや具体的な点にもふれておりますが、

以前のパブリックコメントでも関連するような意見が多くありました。今回の会議で活かすべ

き点が多いのではないかということを思いましたので、当然のことながら、これはぜひ取り入

れていくべきということが第二点です。 

 それから、もう一つは具体的イメージとして、以前事例として提案されました震災復興祈念

公園として日本各地のいろんな例が示されましたけれども、並べて見ると鎮魂と慰霊、教訓の
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伝承、広場とか、どこでも共通していることがわかります。私は、そんな中でも「高田らしさ」

というのはどういうことなのだろうかということを常に念頭に置きながら、他所にない「高田

らしい」震災公園というのはどうあるべきかということをしっかりと検討すべきではないかな

と思いましたので、お話しさせていただきました。ありがとうございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 既に検討体制のほうにも少し今のお話も含めて入っておりますので、残りもう余り時間ござ

いませんけれども、検討の進め方の特に体制ということで21ページ、今年度はワーキンググル

ープをまず２つ作って、１つは今まさに本多委員が言われたような、市民をどうこの公園と市

民の舞台としての公園というのでしょうか、そういうことにしていくかということで、協働デ

ザインワーキンググループ、それからもう一つは主に空間デザインのことを考えていただく空

間デザインワーキンググループ、こういったものを作りまして、この中で具体案を、回を重ね

ながら詰めていっていただき、有識者委員会、ここのところでそれを議論していただく、そう

いう形をとってはどうかと。この中にやや入っていないテーマとして、教訓の伝承のあり方で

すとか、公園利用者の安全確保、名勝高田松原の今後のあり方、こういうのは個別に先生方と

相談しながらやらせていただきたいということで、大きくはワーキンググループを２つ作って

ということですけれども、このような体制で進めてよろしいでしょうか。よろしければ、今年

度はこういう体制で、具体のメンバーについては22ページにあるとおりでございますし、スケ

ジュールは最後のページにあって、このとおりにいくとはちょっと私も思えないところがある

ので、これあくまでもそれぞれのワーキンググループの第１回目まではちゃんと決まっていま

すということを語っている資料だと思いますし、有識者委員会の次は大体10月とか11月にやる

ということだろうと思います。 

 それから、21ページでやや両ワーキングから外れていることとして、教訓の伝承のあり方、

これは本多先生と、それから牛山先生に大分ご苦労をしていただくことになるのかなと思って

おります。それから、公園利用者の安全確保は牛山先生にこれはぜひいろいろなご助言をいた

だければと。それから、名勝高田松原については、本多先生と、それから池邊先生がこれやら

れておられますので、ぜひお願いできればと思っております。 

 それから、今日もかなり話が出ましたけれども、中心市街地との関係とか、あるいは道路の

アプローチの関係とかは復興計画とも関係しておりますので、これは私が中心になって調整を

させていただければと思います。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【中井委員長】 

 それでは、このような形で今年度３月末を目標に基本計画を策定していきたいと思いますの

で、どうぞ委員の皆さん方ご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 何か最後に委員の皆さんからご要望なり、ご発言等ございますでしょうか。 

 今日ご欠席の広田先生、それから内藤先生にも今日の議論の内容をお伝えいただいて、特に

広田先生は協働デザイングループの幹事もお願いするということですので、きっちり内容をお

伝えして、また第１回目のご意見ということで事務局の方で承っておいてください。内藤先生

への対応もどうぞよろしくお願いいたします。 
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７．そ７．そ７．そ７．そ    のののの    他他他他    

 

【中井委員長】 

 それでは、その他に事務局から何かございますか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 特にはございません。 

【中井委員長】 

 それでは、会議はここまでとさせていただき、進行はここで事務局にお返ししたいと思いま

す。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 ありがとうございました。委員の先生方におかれましては、長時間にわたりご審議いただき、

ありがとうございました。本日いただいたご意見を踏まえ、早速ワーキンググループを始動さ

せ、次回の委員会にはワーキンググループからの中間成果をお示しし、ご意見を頂戴できれば

と考えております。 

 

８８８８．閉．閉．閉．閉        会会会会    

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 それでは、これをもちまして第１回岩手県における復興祈念公園基本計画検討調査有識者委

員会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

（午後 ５時０２分） 


