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■■■■ ｢｢｢｢基本計画基本計画基本計画基本計画にににに向向向向けたけたけたけた継続検討事項継続検討事項継続検討事項継続検討事項｣｣｣｣をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた検討項目検討項目検討項目検討項目

｢基本計画に向けた継続検討事項｣を

踏まえた検討項目

（第１回有識者委員会で示した検討区分）

ⅠⅠⅠⅠ

ⅣⅣⅣⅣ

ⅢⅢⅢⅢ

ⅡⅡⅡⅡ

ⅤⅤⅤⅤ

ⅥⅥⅥⅥ

○追悼・鎮魂の場の具体的なあり方

○国営追悼・祈念施設の位置、内容 (築山のデザインを含む）

○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

○教訓の伝承のあり方 （震災遺構の保存・活用方策等）

本資料の構成

（基本計画の検討状況の説明の構成）

（１）追悼・鎮魂の場の具体的なあり方、

国営追悼・祈念施設(仮称)の位置・内容

（２）教訓の伝承のあり方

（３）公園利用者の安全確保

（４）名勝高田松原の今後のあり方

（５）植栽・自然再生のあり方

（６）中心市街地・道の駅との連携のあり方

（７）多様な主体の参加・協働と交流のあり方
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（（（（１１１１））））追悼追悼追悼追悼・・・・鎮魂鎮魂鎮魂鎮魂のののの場場場場のののの具体的具体的具体的具体的なありなありなありなあり方方方方、、、、国営追悼国営追悼国営追悼国営追悼・・・・祈念施設祈念施設祈念施設祈念施設のののの位置位置位置位置・・・・内容内容内容内容

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、国内外国内外国内外国内外

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震災からの復興全体のシンボルとなるもの震災からの復興全体のシンボルとなるもの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被災地の再生に向けた復興への強い意志と力被災地の再生に向けた復興への強い意志と力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地域固有の自然や歴史に地域固有の自然や歴史に地域固有の自然や歴史に

根ざした復興根ざした復興根ざした復興根ざした復興への力強いメッセージを国内外に発信力強いメッセージを国内外に発信力強いメッセージを国内外に発信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

① 追悼・鎮魂の場（国営追悼・祈念施設(仮称)）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。

② 追悼・鎮魂の場（国営追悼・祈念施設(仮称)）の規模・形態などについて

⇒追悼・鎮魂の場（国営追悼・祈念施設(仮称)）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ｍ
3

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。

基本構想より抜粋

基本構想の「基本方針に基づく利活用・空間イメージ」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「国営追悼・祈念施設(仮

称)」の検討方針を以下に示す。

第1回有識者委員会資料より抜粋
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（（（（１１１１））））追悼追悼追悼追悼・・・・鎮魂鎮魂鎮魂鎮魂のののの場場場場のののの具体的具体的具体的具体的なありなありなありなあり方方方方、、、、国営追悼国営追悼国営追悼国営追悼・・・・祈念施設祈念施設祈念施設祈念施設のののの位置位置位置位置・・・・内容内容内容内容

１）追悼・鎮魂の場(国営追悼・祈念施設(仮称))の最適な立地環境

・気仙川を遡上した津波の威力は印象深いので、鎮魂のポイントとして重要

・気仙川河口部は、水門、気仙中学校、一本松、ユースホステルもあり象徴的な場所

・安全性を考慮して嵩上げ市街地等の高台に近いエリアに配置した方が良い

２）追悼・鎮魂の場(国営追悼・祈念施設(仮称))の規模・形態等

・イベント時に背景として何がどのように見えるかが重要、奇跡の一本松の見え方にも留意が必要

・公園外、たとえばシンボルロード等からの見え方、見せ方も考慮すべき

・高田らしい公園にするにはどうしたら良いかを吟味して欲しい

・式典等にも対応できる駐車場・トイレ等のインフラも検討する必要がある

・追悼・鎮魂という意味では、市民の意識は基本的に海に向くのではないか

・広場と避難地を区分した方がデザインの可能性が広がる

・祈りの場へのアプローチ、シークエンス、ストーリー性が重要である

・メッセージ性を打ち出すため、また昔から山があったと誤解されないよう、人工的形状とする方向もある

・大多数の市民は海に向かって祈ると思う、一本松に向かって祈るとは考えにくい

・式典の場として高い築山に登るのは大変ではないか

３）その他

・隣接する川原川の橋梁は、追悼・鎮魂の場として大変重要な景観要素になるため、景観デザインの専門家による

検討を実施すべき

有識者委員会・ＷＧ等での意見
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（（（（１１１１））））追悼追悼追悼追悼・・・・鎮魂鎮魂鎮魂鎮魂のののの場場場場のののの具体的具体的具体的具体的なありなありなありなあり方方方方、、、、国営追悼国営追悼国営追悼国営追悼・・・・祈念施設祈念施設祈念施設祈念施設のののの位置位置位置位置・・・・内容内容内容内容

検討の方向性

１）追悼・鎮魂の場(国営追悼・祈念施設(仮称))の最適な立地環境 ⇒Ｐ６,７,８参照

○ 空間イメージに適合する環境条件等から追悼・鎮魂の場（国営追悼・祈念施設(仮称)）の位置を、

「国道４５号、気仙川、川原川に囲まれた敷地」で検討する。

２）追悼・鎮魂の場(国営追悼・祈念施設(仮称))の規模・形態等

① 導入する空間要素として、国内外の事例などを踏まえ以下を配置する。⇒Ｐ９参照

ⅰ．中核的な祈りの場となる静謐な広場空間

ⅱ．ストーリー性やシークエンス景観を重視した広場へのアプローチ空間

ⅲ．周辺への展望が確保された高さの築山

ⅳ．犠牲者に想いを寄せながら、風景を眺めながら逍遥できる空間

ⅴ．中心市街地に整備予定の震災復興施設（仮称）との連携に配慮した伝承施設 等

② 導入する空間要素の具体的な配置、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ＷＧで検討を進める。

ⅰ．築山について、地盤条件を踏まえた技術的課題、土量の確保及びコスト面、及び避難等安全面

での妥当性の検証

ⅱ．道の駅の検討状況も踏まえた空間配置の検討

ⅲ．周辺への景観インパクトを考慮した各構成要素の規模・形態の検討 等

３）その他、関連事業における検討

○ 川原川の３橋梁は、追悼・鎮魂の場に近く景観上重要な施設となるため、高欄等のデザインについて、

景観配慮の検討を行う。 ⇒Ｐ１０参照
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（（（（１１１１））））追悼追悼追悼追悼・・・・鎮魂鎮魂鎮魂鎮魂のののの場場場場のののの具体的具体的具体的具体的なありなありなありなあり方方方方、、、、国営追悼国営追悼国営追悼国営追悼・・・・祈念施設祈念施設祈念施設祈念施設のののの位置位置位置位置・・・・内容内容内容内容

１）追悼・鎮魂の場（国営追悼・祈念施設（仮称））の最適な立地環境

・追悼・鎮魂の場(国営追悼・祈念施設(仮称))に当たる空間は、基本構想で示された「震災への想いと追悼・鎮魂」とともに、「震災の実情

や教訓の伝承」、「復興への意志と力の国内外への発信」の空間イメージに合致する。

・上記の空間イメージに適合する環境条件を以下のように整理し、公園区域内で環境条件に該当する場を次ページの図のように設定する。

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) 

Ⅰ.震災への想い

と追悼・鎮魂 

①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、静謐な空間 
１公園区域の中央部でまとまった平坦地，象徴性の高い震災遺構の周辺，静謐な空間

を確保できる市街地や幹線道路から一定の離隔を確保できる位置 

②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 
２震災遺構や関係事業で整備する施設などがなく、築山を整備できるまとまった平坦

地 

③様々な風景の中に身を置き、周辺の風景を眺め、

落ち着いて逍遥できる空間 
３落ち着いた逍遥空間を確保できる市街地や幹線道路から一定の離隔を確保できる

位置 

Ⅱ.未来への展望 ④奇跡の一本松とその周辺で、象徴性が高く、復興への

意思と力を 国内外に発信する空間 
４奇跡の一本松とその周辺 

⑤多くの人が訪れる大小様々な復興関連イベントを開

催できる広場空間 

５まとまった平坦地で避難地となる高台市街地に近接，道路・鉄道から公園へのアクセス性

が高い位置 

⑥公園への主要動線、園内動線の交わる場での様々な情

報を提供する地域のゲートウェイ 
６広域交通網（道路・鉄道）から公園へのアクセス性が高い位置 

⑦震災遺構とその周辺で語り部や案内板により今回の

震災の実情や教訓を伝承していく場 
７震災遺構とその周辺 

Ⅲ.かつての郷土
の風景の継承 

⑧かつての高田松原のような再生された松原、松苗の植

樹や育成が可能な空間 
８高田松原（名勝区域）一帯 

⑨高田松原や古川沼を中心に郷土の風景を再生し、自然

とふれあえる場 
９高田松原（名勝区域）及び古川沼一帯 

⑩地域独自の歴史文化を継承していくため、伝統芸能や

行事を実施できる空間 
10 市街地（日常の生活空間）に近接した平坦地 

⑪かつて行われてきた憩いやスポーツなど様々な活動

を行うことのできる空間 
11 市街地（日常の生活空間）に近接した平坦地 

Ⅳ.人とまちの 
安全の確保 

⑫安全に避難が可能な位置・高さ・面積の築山、周辺の

高台等への安全な避難路 

12 築山に適合する環境条件：震災遺構や関係事業で整備する施設等がなく、築山を整備 

できるまとまった平坦地 

⑬津波エネルギーを減衰する築山や樹林帯 公園区域全体 
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（（（（１１１１））））追悼追悼追悼追悼・・・・鎮魂鎮魂鎮魂鎮魂のののの場場場場のののの具体的具体的具体的具体的なありなありなありなあり方方方方、、、、国営追悼国営追悼国営追悼国営追悼・・・・祈念施設祈念施設祈念施設祈念施設のののの位置位置位置位置・・・・内容内容内容内容

「震災への想いと追悼・鎮魂」とともに、｢震災の実情や教訓の伝承｣、｢復興への意志と力の国内外への発信｣

の空間イメージに適合する環境条件すべてに合致する｢国道４５号、気仙川、川原川に囲まれた敷地｣を｢追悼・

鎮魂の場（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。

「追悼・鎮魂の場（国営追悼・祈念施設(仮称)）」の空間ｲﾒｰｼﾞに適合する環境条件

１．公園区域の中央部でまとまった平坦地，象徴性の高い震災遺構の周辺，静謐な空間を確保

できる市街地や幹線道路から一定の離隔を確保できる位置

２．震災遺構や関係事業で整備する施設などがなく築山を整備できるまとまった平坦地

３．落ち着いた逍遥空間を確保できる市街地や幹線道路から一定の離隔を確保できる位置

１ ２ ３

３

２

約22ha

約16.2ha

約4.5ha
約1.8ha

約7.6ha

約3.3ha
約5.4ha

震災遺構

国道４５号、気仙川、

川原川に囲まれた敷地

国道４５号、川原川、シンボルロードに

囲まれた敷地

国道４５号、シンボルロード、小泉川

に囲まれた敷地（西側区画）

国道４５号、小泉川に、

浜田川に囲まれた敷地

小泉川、防潮堤（第二線堤）、

浜田川に囲まれた敷地

防潮堤（第二線堤）

海側の敷地

気仙川右岸の敷地（低地部）

気仙川右岸の敷地

（高台部）

シンボルシンボルシンボルシンボル
ロードロードロードロード

浜田川浜田川浜田川浜田川

４ ５ ７

６ ７

10
10 11 12

10 11

11
７５

６ ７

８ ９

８ ９

古川沼

９

川原側と防潮堤（第二

線堤）に囲まれた敷地

３

４ ７

６ ７ 10

６ 10

３

川原川

国道45号

気仙川
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（（（（１１１１））））追悼追悼追悼追悼・・・・鎮魂鎮魂鎮魂鎮魂のののの場場場場のののの具体的具体的具体的具体的なありなありなありなあり方方方方、、、、国営追悼国営追悼国営追悼国営追悼・・・・祈念施設祈念施設祈念施設祈念施設のののの位置位置位置位置・・・・内容内容内容内容

｢追悼・鎮魂の場（国営追悼・祈念施設（仮称））｣を含めた、公園全体の｢配置が考えられる空間｣を以下のように

設定する。

約22ha

約16.2ha

約4.5ha
約1.8ha

約7.6ha

約3.3ha

約5.4ha

震災遺構

国道４５号、気仙川、川原川に囲まれた敷地国道４５号、気仙川、川原川に囲まれた敷地国道４５号、気仙川、川原川に囲まれた敷地国道４５号、気仙川、川原川に囲まれた敷地

国道４５号、川原川、シンボルロードに囲まれた敷地国道４５号、川原川、シンボルロードに囲まれた敷地国道４５号、川原川、シンボルロードに囲まれた敷地国道４５号、川原川、シンボルロードに囲まれた敷地

国道４５号、シンボルロード、小泉川に囲まれた敷地国道４５号、シンボルロード、小泉川に囲まれた敷地国道４５号、シンボルロード、小泉川に囲まれた敷地国道４５号、シンボルロード、小泉川に囲まれた敷地

国道４５号、小泉川に、浜田川に国道４５号、小泉川に、浜田川に国道４５号、小泉川に、浜田川に国道４５号、小泉川に、浜田川に

囲まれた敷地囲まれた敷地囲まれた敷地囲まれた敷地

小泉川、防潮堤（第二線堤）、浜田川に囲まれた敷地小泉川、防潮堤（第二線堤）、浜田川に囲まれた敷地小泉川、防潮堤（第二線堤）、浜田川に囲まれた敷地小泉川、防潮堤（第二線堤）、浜田川に囲まれた敷地

防潮堤（第二線堤）海側の敷地防潮堤（第二線堤）海側の敷地防潮堤（第二線堤）海側の敷地防潮堤（第二線堤）海側の敷地

気仙川右岸の敷地気仙川右岸の敷地気仙川右岸の敷地気仙川右岸の敷地

シンボルシンボルシンボルシンボル
ロードロードロードロード

浜田川浜田川浜田川浜田川

古

川

沼

古

川

沼

古

川

沼

古

川

沼

川原川と防潮堤（第二線堤）に囲まれた敷地川原川と防潮堤（第二線堤）に囲まれた敷地川原川と防潮堤（第二線堤）に囲まれた敷地川原川と防潮堤（第二線堤）に囲まれた敷地

【配置が考えられる空間】
・ゲートウェイ
・中心市街地と公園を結ぶ動線となる緑道等

【配置が考えられる空間】
・ゲートウェイ
・下宿定住促進住宅を活用した震災

の実情や教訓の伝承空間【配置が考えられる空間】

・・・・追悼追悼追悼追悼････鎮魂鎮魂鎮魂鎮魂のののの場場場場となるとなるとなるとなる空間空間空間空間
（国営追悼・祈念施設(仮称)）

・地域のゲートウェイ
・タピック45を活用した、

震災の実情や教訓の伝承空間
（道の駅の復旧）

【配置が考えられる空間】
・古川沼を中心に郷土の風景が再生された空間
・古川沼の自然とふれあえる親水空間等

【配置が考えられる空間】
・逍遥空間（園路等）
・一本松を中心とした人々が訪れる象徴的な空間

【配置が考えられる空間】
・市道、ＪＲ鉄道跡を活用した震災の実情や教訓の伝承空間
・様々な行催事が開催できる広場等
・かつて行われていた憩いやスポーツなどができる公園施設

【配置が考えられる空間】
・逍遥空間（園路等）
・松苗の育成施設
・古川沼、高田松原、広田湾の自然とふれあえる空間

【配置が考えられる空間】
・ゲートウェイ
・気仙中学校を活用した震災

の実情や教訓の伝承空間
・様々な行催事が開催できる

広場等

【配置が考えられる空間】
・逍遥空間（園路等）
・再生された高田松原松苗の育成施設
・広田湾や高田松原の自然とふれあえる空間

川原川

国道45号

気仙川
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（（（（１１１１））））追悼追悼追悼追悼・・・・鎮魂鎮魂鎮魂鎮魂のののの場場場場のののの具体的具体的具体的具体的なありなありなありなあり方方方方、、、、国営追悼国営追悼国営追悼国営追悼・・・・祈念施設祈念施設祈念施設祈念施設のののの位置位置位置位置・・・・内容内容内容内容

２）追悼・鎮魂の場（国営追悼・祈念施設(仮称)）の規模・形態等

導入する「空間要素」については、国内外の地震・津波を含む自然災害や戦争の被害者等の「追悼・鎮魂

の場」の整備事例などを踏まえ、専門家との個別協議等を行い、あり方を検討する。

追悼・鎮魂の場に導入する空間要素

空間要素空間要素空間要素空間要素 ≪≪≪≪参考参考参考参考≫≫≫≫関連事例における主要な施設関連事例における主要な施設関連事例における主要な施設関連事例における主要な施設（国内外の約50事例から整理）

象徴物象徴物象徴物象徴物

祈りの方向祈りの方向祈りの方向祈りの方向

被災の中心地と、そこへの軸 震源地、爆心地、爆心地と飛行経路 等

象徴的遺構物と、それへの軸 原爆ドーム、崩落跡（土砂崩れ） 等

発災日時を象徴する方位の軸 慰霊日の日の出方向、被災日時の太陽の方位 等

新たに創造した象徴物への軸 祈念像、平和の丘、刻銘壁、慰霊碑 等

祈祈祈祈

りりりり

空

間

空

間

空

間

空

間

のののの

主主主主

なななな

構

成

要

素

構

成

要

素

構

成

要

素

構

成

要

素

中核的な中核的な中核的な中核的な

祈りの場祈りの場祈りの場祈りの場

追悼施設

（追悼式典・奉納祭事のための空間）

式典広場 等

追悼施設（その他） 慰霊碑・献花台・祭壇 等

景観（前景） 水面、舗装・壁・オブジェ、構造物での視界の限定等よるビスタの強調 等

景観（側景） 植樹帯等によるビスタのを強調 等

景観（背景） 樹木（みどり）、象徴物 等

祈りの場祈りの場祈りの場祈りの場

へのへのへのへの

アプローチアプローチアプローチアプローチ

ゲート・エントランス空間 シェルター（ピロティ―・ゲート型）、並木道による入口への誘導 等

アプローチ空間

（心を落ち着かせる空間）

象徴的なランドマークへの軸線上でアプローチ

緩やかな上り坂を上がりつつ継起的な景観展開

逍遥空間 記念碑等が点在する樹木、築山上の「瞑想の木立」、礼拝堂に至る樹林地

メモリアルジャーニー（犠牲者を追悼しつつ巡回する空間） 等

結界

（精神的側面も含めた境界・緩衝空間）

慰霊碑・献花台、水面・水流、囲障空間、フラッグ・遺構、並木、十字架 等

その他その他その他その他 遺構物 建物（全体、部材等）、土木構造物（橋等）、樹木、地層 等
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（（（（１１１１））））追悼追悼追悼追悼・・・・鎮魂鎮魂鎮魂鎮魂のののの場場場場のののの具体的具体的具体的具体的なありなありなありなあり方方方方、、、、国営追悼国営追悼国営追悼国営追悼・・・・祈念施設祈念施設祈念施設祈念施設のののの位置位置位置位置・・・・内容内容内容内容

３）その他関連事業における検討

川原川の３橋梁の位置・特徴

川原川の３橋梁は、追悼・鎮魂の場に近く景観上重要な施設となるため、高欄等のデザインについて、

景観配慮の検討を行う。

【現橋梁の状況等】
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（（（（２２２２））））教訓教訓教訓教訓のののの伝承伝承伝承伝承のありのありのありのあり方方方方

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「タピック「タピック「タピック45454545」「下宿定住促進住宅」「気仙中学校」等」「下宿定住促進住宅」「気仙中学校」等」「下宿定住促進住宅」「気仙中学校」等」「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地域の震災遺構を地域の震災遺構を地域の震災遺構を

一体として活用一体として活用一体として活用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三陸沿岸地域を代表する祈念公園三陸沿岸地域を代表する祈念公園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津波防災文化を継承する場としての役割を津波防災文化を継承する場としての役割を津波防災文化を継承する場としての役割を

果たしていきます果たしていきます果たしていきます果たしていきます。

基本計画での検討方針

１）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。

２）教訓の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。

基本構想より抜粋

第1回有識者委員会資料より抜粋
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（（（（２２２２））））教訓教訓教訓教訓のののの伝承伝承伝承伝承のありのありのありのあり方方方方

有識者委員会・ＷＧ等での意見

１）震災遺構の保存と活用

・市街地の地割、ＪＲ踏切等の保存についても考慮すべき

・工事用の吊橋・ベルコンを「震災復興遺産」として扱ってはどうか

＊現在工事用に仮設で設置されている吊橋・ベルコンについて、「震災復興遺産」の位置づけ

で保存・活用も検討してはどうか

＊津波に耐えうる強度を有するか、整備費のみならず維持管理コスト的に問題、景観インパクトが

大きい等の課題もある

＊一部の部材等の存置・再利用を検討しても良いのでは

＊気仙川右岸の吊橋橋台等を一部残置することが考えられるのでは

・下宿定住促進住宅屋上を避難場所として活用する場合、耐震補強を行えば、災害遺構としての保存意義

との両立が難しくなる
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（（（（２２２２））））教訓教訓教訓教訓のののの伝承伝承伝承伝承のありのありのありのあり方方方方

検討の方向性

１）震災遺構の保存・活用

■建築物 ⇒Ｐ１４，１５参照

① ｢タピック45｣、｢下宿定住促進住宅｣、｢気仙中学校｣について、各施設の現状や被災特性等を踏まえ、

震災遺構として保存・活用を図る。

② 活用方法としては、｢一部のみ内部見学｣あるいは｢外観見学のみ｣の方向を基本とする。ただし（３）

の検討状況とも調整を図りつつし、耐震性能の確保の可能性も踏まえて一部を避難ビルとして活用

することも考慮する。

③ 各震災遺構の保全・活用の方向性と具体的な活用方策については、整備や維持管理に係るコスト等を

考慮しながら、関係事業者とも協議・調整を図り検討する。

■市街地の地割等 ⇒Ｐ１６参照

○ ＪＲ踏切、国道北側の一部に残る旧市街地の地割、及び川原川沿いの旧市道について、保存・活用を

検討する。

■工事用の仮設吊橋・ベルコン等

○ 吊橋の橋台等一部の部材の保存・再利用を検討する。

２）教訓の伝承のあり方

○「道の駅」の再整備計画の検討状況と連携しつつ検討を進める。

【参考】 ：工事用ベルコンについて

設計・施工・運用主体（清水建設ＪＶ）への下記ヒアリング結果を踏まえ、存置は困難と判断し、部材の一部再利用等の方向性を設定した。

１）吊橋等は工事用仮設物で、現行の道路としての耐震基準を満たしていない

２）仮設のため、存置活用には多大な追加費用（耐震補強、定期的再塗装等）が発生する可能性が大

３）工事用仮設物として、復興交付金により最小限のスペック（5年間程度）で整備したものであり、工事完了後は撤去が大前提



想定される 

利用イメージ 

【案①】 内部見学可 【案②】 一部のみ内部見学可 【案③】 外観見学のみ 
・施設内外の全エリアを自由に見学 

・屋内の一部は、展示室、研修室等と

して活用 

・建物内部の安全が確保された、エリア

・コースを見学 

・外観の見学のみ 

（施設内は立入禁止） 

必要な 

整備・管理 

水準 

建築本体 ○建築物としての構造体の安全性確保 

○転落・立入危険箇所等の改修（柵の設置等） 

 

○定期点検／補修（屋上防水、鉄骨防錆 等） 

建物内部 ○がれき等撤去、損傷箇所補修 

○安全設備（非常灯、消防設備等） 

○展示室等（一部の部屋のみ） 

○がれき等撤去、破損箇所補修（見学ルー

トのみ） 

○安全設備（非常灯、消防設備等） 

○見学ルート外への立入防止柵 

（整備不要） 

 

 

外 構 ○立入防止柵（夜間対応等）  ○外構見学ルート 

得 

失 

比 

較 

保存・ 

活用の 

意義 

記憶・教

訓の継承 

○建築物が残されることから、かつてそこに存在した施設の状況の継承が可能 

 （特にタピック45に関しては、周辺の関連遺構を一体的に保存することで、高い効果が期待） 

被害・脅

威の伝承 

×がれき等を撤去するため、伝承効果は

希薄 

 

○建物内の主要ながれきや破壊状況を存置

すれば、被害等の状況の伝承は高いレベ

ルで可能 

△被災当時の状況を観察できるが、内部

見学ができないため、「案②」よりや

や劣る 

防災文化

の醸成・

発信 

○自由な見学による情報発信が可能 ○比較的自由な見学による情報発信が可能 ○被災当時のまま建築物が残されること

から、建築物上層階や高台避難の重要性

を理解できる 

○内部を研修室、展示室等として活用することで、現地での情報発信が可能 

整備・維持管理 

コスト 

×内部含めて整備が必要なため整備費は

膨大 

×施設内の管理運営が必要 

△整備コストがやや大きい 

△立入エリア外への立入防止のための監視

が必要 

○整備コストを最小限に抑えることが可

能 

○内部空間の維持管理コストはほぼ不要 
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（（（（２２２２））））教訓教訓教訓教訓のののの伝承伝承伝承伝承のありのありのありのあり方方方方

１） 震災遺構（建築物）の保存・活用

①震災遺構の保存・活用方策の検討の方向性

震災遺構保存の意義やコスト等を勘案し、「案②：一部のみ内部見学可」または「案③：外観見学のみ」

を基本として検討している。
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（（（（２２２２））））教訓教訓教訓教訓のののの伝承伝承伝承伝承のありのありのありのあり方方方方

②遺構ごとの保存・活用の方向性（イメージ）

１） 震災遺構（建築物）の保存・活用

 

 

旧道の駅高田松原（タピック45）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気仙中学校  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定住促進住宅 

一部のみ内部見学 外観見学のみ 一部のみ内部見学 外観見学のみ 一部のみ内部見学 外観見学のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 徴 被災状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上部を残し浸水（階段部に津波漂着物あり） 

・内部の隔壁が津波の衝撃で崩壊 

・施設周囲に付属施設の遺構も複数残存 

・３階建ての屋上まで浸水 

・寄せ波による建物破壊、引き波によるがれき漂

着双方の被害が顕著 

・５階建ての５階ひざレベルで浸水 

・寄せ波による海側の施設破壊の痕跡が明瞭 

 

建物の 

健全度 

・構造欠損の可能性あり（内壁の著しい破壊） 

⇒内部・屋上利用には構造修復が必要な可能性あり 

・目視上は構造欠損は認められない 

⇒今後耐震診断による確認が必要 

・目視上は構造欠損は認められない 

⇒今後耐震診断による確認が必要 

活用形態(想定) ・南側から損壊した隔壁等

を観察、北側はがれき等を

存置し、進入したマツ巨木

等を観察。 

・屋上から周囲を展望。 

・施設外部から階段部の

漂着がれきや破壊さ

れた外観を見学（崩壊

した隔壁は観察しに

くい） 

 

・主要な階段や廊下等の

がれきを除去（見学コ

ースを設定）。 

・見学コースから被災し

た内部の状況を観察。 

・低層部は建物周囲か

ら観察。 

・上層部は付近の嵩上

げ地から観察。 

 

・階段部分のみがれき等を

撤去、階段から居室内

を見学。 

 

 

・建物周囲から津波の到

達痕跡や破壊された内

部（低層部のみ）を見

学。 

 

整 備 

内 容 

(想定) 

施設内部 観覧場（損傷内壁観察のた

めの立入エリアを補強する

支保等） 

 

 

 

内部がれき撤去 

見学通路沿いの柵、照明・

消防設備等整備 

 

 

 

階段周辺補修 

見学通路沿いの柵、照明・

消防設備等整備 

 

 

 

施設外部

(屋上等) 

屋上防水補修等 

 

屋上防水補修等 屋上防水補修等 

 手すり補修  

施設周辺 立入防止フェンス＋低層階進入防止補強 同左 同左 

施設の維持管理 

(想定) 

＜毎年＞屋上・施設内・敷地内等除草  

＜定期＞屋上防水・建物安全点検 

＜毎年＞屋上・施設内・敷地内等除草 

＜定期＞屋上防水・建物安全点検 

＜毎年＞屋上・施設内・敷地内等除草 

＜定期＞屋上防水・建物安全点検 

＜毎年＞内部点検・補修  ＜毎年＞内部点検・補修  ＜毎年＞内部点検・補修  

得 失 効 果 ○一部立入により、津波威力

をリアルに体感可能 

 

△津波被害の状況は保存

できるが、内部破壊の

状況を観察しにくい 

 

○建物上層部の被害状況を

間近に観察できる 

×内部補修により、伝承機

能は低下 

△津波被害の状況は保

存できるが、上層階

の観察は困難 

 

○建物内部の被害状況を間

近に観察可能（階段部の

みの立入とし、居室内は

現状保存） 

△津波被害の状況は保存で

きるが、上層階の観察は

困難 

 

コスト ×内部立入用支保の整備費

が過大 

 

○最小限の維持管理費で

対応可能 

 

×内部立入のための設備改

修が必要 

 

○最小限の維持管理費

で対応可能 

 

×内部立入のための設備改

修が必要 

 

○最小限の維持管理費で対

応可能 

 

タピック45

各震災遺構の特徴を勘案し、現在、遺構ごとに次のような方向で保存・活用することを比較検討している。
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（（（（２２２２））））教訓教訓教訓教訓のののの伝承伝承伝承伝承のありのありのありのあり方方方方

１） 震災遺構の保存・活用

保存・活用を検討する震災遺構の位置

③気仙中学校③気仙中学校③気仙中学校③気仙中学校

④④④④JRJRJRJR大船渡線踏切跡大船渡線踏切跡大船渡線踏切跡大船渡線踏切跡

奇跡の一本松と奇跡の一本松と奇跡の一本松と奇跡の一本松と

ユースホステルユースホステルユースホステルユースホステル

⑤市街地の地割跡⑤市街地の地割跡⑤市街地の地割跡⑤市街地の地割跡

①タピック４５①タピック４５①タピック４５①タピック４５

②下宿定住促進住宅②下宿定住促進住宅②下宿定住促進住宅②下宿定住促進住宅

【②②②② 下宿定住促進住宅下宿定住促進住宅下宿定住促進住宅下宿定住促進住宅】

希望のかけ橋希望のかけ橋希望のかけ橋希望のかけ橋

ベルトコンベアベルトコンベアベルトコンベアベルトコンベア

⑥市道跡⑥市道跡⑥市道跡⑥市道跡

【⑥⑥⑥⑥市道跡市道跡市道跡市道跡】

【④④④④ JRJRJRJR踏切踏切踏切踏切跡跡跡跡】

【⑤⑤⑤⑤ 市街地の地割跡市街地の地割跡市街地の地割跡市街地の地割跡】

【①①①① タピック４５タピック４５タピック４５タピック４５】

【③③③③ 気仙中学校気仙中学校気仙中学校気仙中学校】
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（（（（３３３３））））公園利用者公園利用者公園利用者公園利用者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保

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公園利用者の安全を確保する避難路や築山等の避難公園利用者の安全を確保する避難路や築山等の避難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

啓発に努める啓発に努める啓発に努める啓発に努めるなど、ハード、ソフト両面から利用者の安全性を確保ハード、ソフト両面から利用者の安全性を確保ハード、ソフト両面から利用者の安全性を確保ハード、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して築山等により津波エネルギー減衰等の機能を担うして築山等により津波エネルギー減衰等の機能を担う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防災機能も付加する防災機能も付加する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

① 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。

② 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。

③ 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。

基本構想より抜粋

第1回有識者委員会資料より抜粋
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（（（（３３３３））））公園利用者公園利用者公園利用者公園利用者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保

有識者委員会・ＷＧ等での意見

１）津波避難の考え方

・地震発生～避難開始：15分、避難開始～津波到達15分と設定することが適当

・避難距離は公園利用の特性を考慮して独自に設定して良いが、根拠の明確化が必要

・避難は徒歩を原則とするのが望ましい

・避難目標を嵩上げ市街地、あるいは更に山側にするか等、避難の方針の設定が重要

２）-１ 避難築山

・築山の高さは東日本大震災の津波到達高さを考慮し安全なものとする必要がある

・高さによっては、誤解を招かないよう「避難広場」と称さないことが重要

・津波による洗掘・破壊を免れる構造とする必要がある

・景観的なインパクトのチェックが必要である

・下宿定住促進住宅の屋上を避難場所として活用することも考えられる

・万一の避難場所は、公園区域内に複数あった方が良い

・市民感情としてはいくら高い築山でも避難したくない心理がある

２）-２ 避難経路

・海岸からの避難に着目すれば、川原川を渡河する２橋梁がボトルネックになる可能性がある

・気仙川水門も避難経路として位置づけてほしい
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（（（（３３３３））））公園利用者公園利用者公園利用者公園利用者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保

検討の方向性

１）津波避難の考え方

① 想定津波は、｢最大クラスの津波（東日本大震災津波）｣とする。

② 想定津波で浸水しない高台等を｢避難目標地点｣として設定するとともに、津波到達までに「避難目標地

点」に避難することが困難な来園者の一時避難場所として、公園区域内に整備する築山を整備する。

③ 避難手段、避難開始から津波到達まで時間やその時間に移動可能な距離等については、市の避難計画の

考え方等を考慮しながら検討する。

※陸前高田市では、平成26年7月に「東日本大震災検証報告書」をとりまとめ、「避難マニュアル」などの作成に着手した段階にあり、

次年度以降、地域防災計画の改定も予定しており、これら市の検討内容との整合を図りながら、順次、検討を行う予定である。

２）-１ 避難築山

① 避難が困難な来園者の一時避難場所として、一時避難を要する利用者が到達可能な場所に、｢想定津波

が発生した場合に防潮堤（第二線堤）越流してきた津波でも浸水しない高さ以上｣で、一時避難を要する

来園者を収容可能なスペースを確保した築山を配置する。

② 築山は、想定津波により破壊されない構造とする。

③ 具体的な築山の高さ、避難スペースの面積、配置や構造等については、地盤の条件、必要土量の確保、

整備コスト、景観配慮等を考慮しながら検討する。

２）-２ 避難経路

○ 気仙川水門も避難経路と位置づけ、避難目標地点の設定とあわせ、適切な経路を検討する。
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（（（（４４４４））））名勝高田松原名勝高田松原名勝高田松原名勝高田松原のありのありのありのあり方方方方

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1000 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、地域の人々が地域の人々が地域の人々が地域の人々が

・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

① 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。

基本構想より抜粋

第1回有識者委員会資料より抜粋
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（（（（４４４４））））名勝高田松原名勝高田松原名勝高田松原名勝高田松原のありのありのありのあり方方方方

１）名勝の復旧・再生の基本的考え方 ⇒Ｐ２２,２３参照

名勝高田松原の本質的価値を踏まえ、以下の観点から復旧・再生を目指す。

○「壮大優美な松原」の復旧・再生

○「山紫水明の景勝地」の復旧・再生

○「清浄で林内逍遥適地」の復旧・再生

○ 地域住民の生活と一体となった復旧・再生

２）名勝の復旧・再生方策 ⇒Ｐ２４参照

① 公園事業では、防潮堤背面に盛土を行い新規にマツ等を植栽するとともに、公園区域内においても、

逍遥の場としてふさわしい空間を形成する。

② 関連する事業において、松原及び海浜を再生する。

③ 視点場からの復旧・再生状況を経過観察し、維持・管理等に反映させる。

検討の方向性

・雷神山は市街地側から見ると目立たないが、山側から見ると蛇行する気仙川と松原が見える等、非常に

優れた眺望点

・名勝指定文にも記載される雷神山は、松原からの展望というよりも、雷神山から松原への展望を意図し

たものではないか

・名勝を展望できる「視点場」を設定し、そこからの見え方に留意した復旧・再生が重要

・マツ林が成長するまでの間、防潮堤（第二線堤）における景観緩和措置(前面盛土、表面処理等)が重要

・逍遥空間の再生は、隣接する公園区域と連携して整備することが重要

有識者委員会・ＷＧ等での意見
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（（（（４４４４））））名勝高田松原名勝高田松原名勝高田松原名勝高田松原のありのありのありのあり方方方方

名勝高田松原の本質的価値を構成する要素

壮大優美な松原と山紫水明の景勝地
（東日本大震災前）

１） 名勝の復旧・再生の基本的考え方

●●●●名勝名勝名勝名勝のののの指定基準指定基準指定基準指定基準からからからから考考考考えられるえられるえられるえられる本質的価値本質的価値本質的価値本質的価値
つぎの２つの類型を充足する風致景観。

（三）花樹、草花、紅葉、緑樹緑樹緑樹緑樹などのなどのなどのなどの叢生叢生叢生叢生するするするする場所場所場所場所

（八）砂丘、砂嘴砂嘴砂嘴砂嘴、海浜海浜海浜海浜、島嶼島嶼島嶼島嶼

●●●●指定説明文指定説明文指定説明文指定説明文からからからから考考考考えられるえられるえられるえられる本質的価値本質的価値本質的価値本質的価値
つぎの３点の内容を兼ね備えた良好な海浜の風致景観。

・東北地方稀に見る壮大優美壮大優美壮大優美壮大優美なななな松原松原松原松原

・前面に広田湾広田湾広田湾広田湾をををを控控控控ええええ、、、、背景背景背景背景にににに氷上山氷上山氷上山氷上山やややや雷神山等雷神山等雷神山等雷神山等のののの緑緑緑緑

のののの山々山々山々山々がめぐるがめぐるがめぐるがめぐる山紫水明山紫水明山紫水明山紫水明のののの一勝區一勝區一勝區一勝區

・林相整美林相整美林相整美林相整美・・・・境地清浄境地清浄境地清浄境地清浄でででで、、、、樹下樹下樹下樹下のののの逍遥逍遥逍遥逍遥にににに適適適適したしたしたした場所場所場所場所
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（（（（４４４４））））名勝高田松原名勝高田松原名勝高田松原名勝高田松原のありのありのありのあり方方方方

１） 名勝の復旧・再生の基本的考え方

①『壮大優美な松原』の復旧・再生

②『山紫水明の景勝地』の復旧・再生

・再生するマツ林において、逍遥空間としてふさわしい環境を整備逍遥空間としてふさわしい環境を整備逍遥空間としてふさわしい環境を整備逍遥空間としてふさわしい環境を整備

・隣接する公園区域も含めた、周辺エリアでのトータルな逍遥空間を確保周辺エリアでのトータルな逍遥空間を確保周辺エリアでのトータルな逍遥空間を確保周辺エリアでのトータルな逍遥空間を確保

③『清浄で林内逍遥適地』の復旧・再生

・過去の災害に対する地域住民の復興・再生の取組みや、地域住民の愛着・誇りといった本質的価値を構成する過去の災害に対する地域住民の復興・再生の取組みや、地域住民の愛着・誇りといった本質的価値を構成する過去の災害に対する地域住民の復興・再生の取組みや、地域住民の愛着・誇りといった本質的価値を構成する過去の災害に対する地域住民の復興・再生の取組みや、地域住民の愛着・誇りといった本質的価値を構成する

無形の要素に留意無形の要素に留意無形の要素に留意無形の要素に留意

・名勝の本質的価値を次世代に確実に継承する意味からも、地域住民の生活と一体となった復旧・再生本質的価値を次世代に確実に継承する意味からも、地域住民の生活と一体となった復旧・再生本質的価値を次世代に確実に継承する意味からも、地域住民の生活と一体となった復旧・再生本質的価値を次世代に確実に継承する意味からも、地域住民の生活と一体となった復旧・再生

④地域住民の生活と一体となった復旧・再生

・松原から囲繞する山々囲繞する山々囲繞する山々囲繞する山々へのへのへのへの展望を確保展望を確保展望を確保展望を確保 ：区域内の視点場ともなる砂浜を松原と一体的に早期に再生視点場ともなる砂浜を松原と一体的に早期に再生視点場ともなる砂浜を松原と一体的に早期に再生視点場ともなる砂浜を松原と一体的に早期に再生

・名勝の本質的価値を一望できる「視点場」からの風致景観の再生本質的価値を一望できる「視点場」からの風致景観の再生本質的価値を一望できる「視点場」からの風致景観の再生本質的価値を一望できる「視点場」からの風致景観の再生

：前面の広田湾、背景となる氷上山や雷神山等の緑の山々と松原が調和した風致景観

・古絵図等をもとに視点場を特定し、今後の砂浜や松原の再生過程を適切に経過観察の上、維持・管理に反映視点場を特定し、今後の砂浜や松原の再生過程を適切に経過観察の上、維持・管理に反映視点場を特定し、今後の砂浜や松原の再生過程を適切に経過観察の上、維持・管理に反映視点場を特定し、今後の砂浜や松原の再生過程を適切に経過観察の上、維持・管理に反映

・マツ林、砂嘴・砂浜の復旧・再生が肝要マツ林、砂嘴・砂浜の復旧・再生が肝要マツ林、砂嘴・砂浜の復旧・再生が肝要マツ林、砂嘴・砂浜の復旧・再生が肝要 ：本質的価値を構成する特に枢要な３要素

・整備後の管理・保育に継続的な配慮整備後の管理・保育に継続的な配慮整備後の管理・保育に継続的な配慮整備後の管理・保育に継続的な配慮 ：中・長期的な視点で従前の姿に再生

・防潮堤の景観影響緩和措置に配慮防潮堤の景観影響緩和措置に配慮防潮堤の景観影響緩和措置に配慮防潮堤の景観影響緩和措置に配慮 ：隣接して整備される人工構造物による

・トータルなマツ林の規模の確保トータルなマツ林の規模の確保トータルなマツ林の規模の確保トータルなマツ林の規模の確保 ：防潮堤の背面盛土部等でのマツ林の新規植栽等
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（（（（４４４４））））名勝高田松原名勝高田松原名勝高田松原名勝高田松原のありのありのありのあり方方方方

名勝指定範囲

【松原の再生（保安林事業）】
延長約1,350ｍ、最大幅員約90ｍで植栽

【第二線堤：松原との景観調和（海岸保全事業）】
視覚的なインパクトを極力低減し、
周辺景観に調和させるための配慮

【防潮堤背面：盛土植栽による修景（公園事業） 】
防潮堤背面に盛り土を行い、新規にマツ等を植栽

【公園区域内：逍遥空間の創出（公園事業）】
公園区域内で、逍遥空間としてふさわしい空間の形成に配慮

【名勝区域周辺全体】各事業ごとの復旧・再生方策の実施により、名勝としての本質的価値である風致景観を再生
（視点場からの経過観察により、維持管理等に反映）

２） 名勝の復旧・再生方策

【養浜：海浜の再生】
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（（（（５５５５））））植栽植栽植栽植栽・・・・自然再生自然再生自然再生自然再生のありのありのありのあり方方方方

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」

・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、地域の人々が地域の人々が地域の人々が地域の人々が

固有の自然にふれあうかけがえのない水辺空間固有の自然にふれあうかけがえのない水辺空間固有の自然にふれあうかけがえのない水辺空間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

■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。

基本構想より抜粋

第1回有識者委員会資料より抜粋
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（（（（５５５５））））植栽植栽植栽植栽・・・・自然再生自然再生自然再生自然再生のありのありのありのあり方方方方

１）古川沼の自然再生

・再生の時間軸のベンチマークを、どこに設定するかが最も重要

・水門閉鎖に伴う水質汚濁の時代を経てそれらを市民の取組で改善してきた経緯も踏まえる必要がある

２）全体の植栽計画

・地域のお年寄りが考えている「懐かしい風景」を再生するのが市民にとってわかりやすいのではないか

・東北地方では一本ザクラが多い風土、サクラの列植は、むしろ「サクラライン」（津波痕跡ライン）に

委ねていく方向が良いのではないか

・サクラを数種交えて群植し、クローネを形成させる手法もある

・四季で楽しめる、また管理の手間がかからない緑地が良い

・マイツリーのような、植樹した人に育ててもらう方法もある

有識者委員会・ＷＧ等での意見
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（（（（５５５５））））植栽植栽植栽植栽・・・・自然再生自然再生自然再生自然再生のありのありのありのあり方方方方

１）古川沼の再生 ⇒Ｐ２８参照

① 次のような点を考慮し、チリ地震前後の1950年代から1960年代頃の、古川沼への再生を目指す。

・当時の風景の記憶をとどめる人々が存在する

・水質が清浄であった時期である

・古川沼の植生図が存在し、当時の状況が類推できる

② 以上を踏まえ、自然環境の再生方針について、引き続き空間ＷＧで検討を進める。

２）公園全体の植栽計画

○公園の立地特性や公園に求められる機能を踏まえ、公園に隣接するかさ上げ市街地や道路、河川、田園

等の景観との調和した植栽、さらには、地域のゲートウェイ、賑わい再生空間、伝承空間など、公園内

の多様な空間の特性にふさわしい植栽方針について、引き続き空間ＷＧで検討を進める。

（高田松原の再生については、前項『（４）名勝高田松原のあり方』参照）

検討の方向性
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（（（（５５５５））））植栽植栽植栽植栽・・・・自然再生自然再生自然再生自然再生のありのありのありのあり方方方方

１）古川沼の再生

古川沼の変遷と再生目標年次のイメージ

再生目標時点のイメージ
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（（（（６６６６））））中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地・・・・道道道道のののの駅駅駅駅とのとのとのとの連携連携連携連携のありのありのありのあり方方方方

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現在、「奇跡の一本松」には全国から多くの人が訪れており現在、「奇跡の一本松」には全国から多くの人が訪れており現在、「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、三陸沿岸道路の整備や道の駅の再整備と一体となり、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

促し促し促し促し、地域経済の活性化とまちの賑わいの創出に貢献します地域経済の活性化とまちの賑わいの創出に貢献します地域経済の活性化とまちの賑わいの創出に貢献します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。

基本構想より抜粋

第1回有識者委員会資料より抜粋
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（（（（６６６６））））中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地・・・・道道道道のののの駅駅駅駅とのとのとのとの連携連携連携連携のありのありのありのあり方方方方

・シンボルロード及び川原川の道路軸・河川軸は、公園と市街地、海と山をつなぐ上で重要、公園や市街地、

道路、河川等の事業の連携が必要

・公園、市街地相互の「見る／見られる」といった景観的な関係性をしっかり検討すべき

・市街地整備（建築物等の意匠・形態、屋外広告物等）に対して、必要があれば公園側から意見すべき

■川原川について

・川沿いに緑道が整備できると良い

・護岸形状を公園となじませることが重要

■シンボルロード

・避難機能のみならず、文化的なシンボルロードであってほしい

■その他

・駐車場は、中心市街地との容量分担も考慮して設定し、公園外の駐車場との連携を考慮すると良い

・市街地から公園へのパーク＆ライドの発想をもたないと市街地活性化に繋がらない

・市街地との関係の重要性を委員会として積極的に意見した方が良い

・公園と市街地の連続性を形成し、来訪客をいかに中心市街地に誘導するかが重要な課題

・公園と中心市街地での施設の競合により、中心市街地の来訪者減少を招かないよう留意が必要

有識者委員会・ＷＧ等での意見
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（（（（６６６６））））中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地・・・・道道道道のののの駅駅駅駅とのとのとのとの連携連携連携連携のありのありのありのあり方方方方

１）中心市街地と公園の連携

①新しく形成される市街地への来訪者の周遊を促し、まちの賑わいを創出するため、中心市街地と公園を

結ぶ動線や連続性の確保において重要な川原川、シンボルロード沿いの空間について、公園との一体性

を考慮した護岸形状や市街地と連続する緑地空間や遊歩道を整備する。

②具体的な空間デザインの方向性については、高田地区中心市街地の検討状況を踏まえ、専門家との個別

協議や空間ＷＧで検討を進める。

⇒中心市街地の検討状況については、別途陸前高田市から説明

２）道の駅と公園の連携

①三陸沿岸地域の観光や津波防災教育の拠点として新たな交流人口を創出するため、公園区域内各エリア

における機能と道の駅の機能との効果的な連携や役割分担を考慮した施設整備を行う。

②公園の管理施設や休憩施設等との連携方策・役割分担等については、道の駅の検討状況を踏まえ、専門

家との個別協議や空間ＷＧで検討を進める。

⇒道の駅の検討状況については、別途陸前高田市から説明

３）その他：駐車場等

○上記を踏まえ、公園区域のゲートや駐車場の配置や規模等を検討する。

⇒Ｐ３２参照

検討の方向性
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（（（（６６６６））））中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地・・・・道道道道のののの駅駅駅駅とのとのとのとの連携連携連携連携のありのありのありのあり方方方方

検討の方向性

ゲート

ゲート

ゲート

ゲート

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ 駐車場

ゲート

アクセス

Ｐ

主として奇跡の一本

松及び海岸利用のた

めの駐車場

道の駅及び広場利用のた

めの駐車場

主として海岸利用の

ための駐車場

主として海岸利用の

ための駐車場

主として運動施設利

用のための駐車場

主として広場利用のた

めの駐車場

主として震災遺構利

用のための駐車場

主として震災遺

構利用のための

駐車場

主として広場利用

のための駐車場

・ゲート ：周辺土地利用からのアクセス状況を踏まえ、以下のようにゲートを設定する。

・駐車場 ：区域内の各エリアで想定される公園利用を勘案し、駐車場をおおむね以下のように分散配置する。

高田市街地からの歩行者及び車輛ア

クセス上のゲート

内陸地域および高田地区市

街地からの車輛アクセス上

のゲート

三陸沿岸道長部IC（沿岸南

部方面）からの車輛アクセ

ス上のゲート

三陸沿岸道通岡

IC（沿岸北部方

面）からの車輛

アクセス上の

ゲート

通岡

IC

陸前高田

IC

長部

IC(仮)



33

（（（（７７７７））））多様多様多様多様なななな主体主体主体主体のののの参加参加参加参加・・・・協働協働協働協働とととと交流交流交流交流のありのありのありのあり方方方方

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。きました。きました。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、市民、市民、市民、NPONPONPONPO、企業など多様な主体が、植樹活動、伝承活動、防災学習活動、、企業など多様な主体が、植樹活動、伝承活動、防災学習活動、、企業など多様な主体が、植樹活動、伝承活動、防災学習活動、、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、早い段階から、早い段階から、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。

基本構想より抜粋

第1回有識者委員会資料より抜粋
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（（（（７７７７））））多様多様多様多様なななな主体主体主体主体のののの参加参加参加参加・・・・協働協働協働協働とととと交流交流交流交流のありのありのありのあり方方方方

１）多様な主体の参画による公園づくり

○多様な主体の参画により、公園づくりなどに対する様々な意見を聞きながら、公園の計画・整備・管理

運営の各ステージに応じた協働の取組を進め、仕組みや体制を構築していく。

２）基本計画策定における情報発信

○公園の計画・整備や管理運営に対して、基本計画の検討段階から広く市民等に参加・協働頂くための

取り組みの第一歩として、市民懇談会等の開催について、引き続き企画・検討を進める。

検討の方向性

協働ＷＧにおける検討

○合計３回の「協働ＷＧ（協働デザインワーキンググループ）」で公園の利用のイメージや、公園の管理

運営に関する意見、アイディアなどを聴取（次頁以降に検討経緯や結果の中間成果を掲載）

⇒Ｐ３４,３５,３６参照
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（（（（７７７７））））多様多様多様多様なななな主体主体主体主体のののの参加参加参加参加・・・・協働協働協働協働とととと交流交流交流交流のありのありのありのあり方方方方

１）多様な主体の参画による公園づくり

② 祈念公園内の利活用や協働に関するアイデアの抽出・整理

公園の管理運営や協働に関する公園の管理運営や協働に関する公園の管理運営や協働に関する公園の管理運営や協働に関する

さまざまなアイデアさまざまなアイデアさまざまなアイデアさまざまなアイデア

アイデアをアイデアをアイデアをアイデアを

グループ化グループ化グループ化グループ化

写真：協働デザインワーキングでの作業風景

① 協働デザインワーキンググループでの検討概要（主な意見等）

交 流

地 域

維持管理 利活用

場の質を

維持する

利用価値を

高める

集客を高める

地域主体の

利用を高める

協働による

ひらかれた

公園づくり

来園者のもてなし

・集客イベント

地域と連携した

公園管理・運営

市民の日常利用

・地域イベント

ⅢⅢⅢⅢ ⅠⅠⅠⅠ

ⅣⅣⅣⅣ ⅡⅡⅡⅡ

第１回（第１回（第１回（第１回（H26.9.4H26.9.4H26.9.4H26.9.4）））） 第２回（第２回（第２回（第２回（H26.10.2H26.10.2H26.10.2H26.10.2）））） 第３回（第３回（第３回（第３回（H26.10.28H26.10.28H26.10.28H26.10.28））））
協働デザイン協働デザイン協働デザイン協働デザイン

ワーキンググループワーキンググループワーキンググループワーキンググループ

・公園づくりへの地域、

市民参加のあり方や方

法についてアイデアを

いただく。

・NPO、商工、観光、ス

ポーツ等の分野で活躍

される市民等（男性7名

/女性2名）で構成

・公園の空間や利用のイ

メージ検討を先行させ、

その上で協働（管理運

営）の議論をしたいとの

意見が出された。

・祈りの空間の方向や配

置、公園内の安全性と避

難、道の駅や公園内商

業施設、公園内外の伝

承施設の関係性、中心

市街地との関係性等に

関するさまざまな意見、

アイデアが出された。

・第２回までの協働等に関す

るアイデアを抽出・整理した

ものをベースに、さらに議論

を深めた。（以下②参照）

・また、協働の目標や基本的

方向性に関するイメージを

共有化した。（以下③参照）

第１回空間

デザインWG

の検討状況

第２回空間

デザインWG

の検討状況



36

（（（（７７７７））））多様多様多様多様なななな主体主体主体主体のののの参加参加参加参加・・・・協働協働協働協働とととと交流交流交流交流のありのありのありのあり方方方方

祈念公園内の利活用や協働に関するアイデアの抽出・整理祈念公園内の利活用や協働に関するアイデアの抽出・整理祈念公園内の利活用や協働に関するアイデアの抽出・整理祈念公園内の利活用や協働に関するアイデアの抽出・整理結果結果結果結果
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（（（（７７７７））））多様多様多様多様なななな主体主体主体主体のののの参加参加参加参加・・・・協働協働協働協働とととと交流交流交流交流のありのありのありのあり方方方方

②今後の協働ワーキンググループでの検討の方向性

協働デザインワーキングにおける主な意見 協働の目標・基本的方針（イメージ）

●多様な主体の参画による協働の目標・基本的方針（イメージ）の共有

市民など、多様な主体の参加による協働の目標や基本的な方針のイメージについて共有化

（第４回以降のワーキングで引き続き検討予定）

●望ましい協働体制の検討、中心的役割が期待される団体・組織等の抽出

市民等が参加した公園の計画検討、整備・管理・運営体制の実現に向けて、コンソーシアム（NPO

をはじめとする既存団体等の協同体）の形成や、体制の中心的役割が期待される団体・組織等の抽出

について、第４回以降のワーキングで引き続き検討予定。

地域地域地域地域コミュニティやコミュニティやコミュニティやコミュニティや

市民市民市民市民とととと行政行政行政行政のののの信頼強化信頼強化信頼強化信頼強化にににに

寄与寄与寄与寄与するするするする公園公園公園公園づくりづくりづくりづくり

◇◇◇◇市民にとって愛着のある「高田松原公園」を復活させたい。市民にとって愛着のある「高田松原公園」を復活させたい。市民にとって愛着のある「高田松原公園」を復活させたい。市民にとって愛着のある「高田松原公園」を復活させたい。

◇地域が愛着を持てる、人が集まる公園づくり。◇地域が愛着を持てる、人が集まる公園づくり。◇地域が愛着を持てる、人が集まる公園づくり。◇地域が愛着を持てる、人が集まる公園づくり。

◇子供たちをのびのびと遊ばせることができる安全・安心な公園づくり。◇子供たちをのびのびと遊ばせることができる安全・安心な公園づくり。◇子供たちをのびのびと遊ばせることができる安全・安心な公園づくり。◇子供たちをのびのびと遊ばせることができる安全・安心な公園づくり。

◇公園の管理運営を通じて、市民と行政の信頼を築くことができる体制づくり。◇公園の管理運営を通じて、市民と行政の信頼を築くことができる体制づくり。◇公園の管理運営を通じて、市民と行政の信頼を築くことができる体制づくり。◇公園の管理運営を通じて、市民と行政の信頼を築くことができる体制づくり。

◇コミュニティ同士で競い合って活用できる空間づくり。◇コミュニティ同士で競い合って活用できる空間づくり。◇コミュニティ同士で競い合って活用できる空間づくり。◇コミュニティ同士で競い合って活用できる空間づくり。

◇地域が責任を持って維持管理したくなるような空間づくり。◇地域が責任を持って維持管理したくなるような空間づくり。◇地域が責任を持って維持管理したくなるような空間づくり。◇地域が責任を持って維持管理したくなるような空間づくり。

◇◇◇◇計画段階から公園づくりに自由に意見できる場（組織）づくり。計画段階から公園づくりに自由に意見できる場（組織）づくり。計画段階から公園づくりに自由に意見できる場（組織）づくり。計画段階から公園づくりに自由に意見できる場（組織）づくり。

◇完成後も市民参加で日々アップデートできる公園づくり◇完成後も市民参加で日々アップデートできる公園づくり◇完成後も市民参加で日々アップデートできる公園づくり◇完成後も市民参加で日々アップデートできる公園づくり

◇ニーズの変化に対応出来る柔軟な管理運営体制。◇ニーズの変化に対応出来る柔軟な管理運営体制。◇ニーズの変化に対応出来る柔軟な管理運営体制。◇ニーズの変化に対応出来る柔軟な管理運営体制。

◇来訪者に「おもてなしの心」が伝わるような受け入れ体制。◇来訪者に「おもてなしの心」が伝わるような受け入れ体制。◇来訪者に「おもてなしの心」が伝わるような受け入れ体制。◇来訪者に「おもてなしの心」が伝わるような受け入れ体制。

◇◇◇◇新市街地復興に合わせて、失われていた中心市街地の賑わいを取り戻し新市街地復興に合わせて、失われていた中心市街地の賑わいを取り戻し新市街地復興に合わせて、失われていた中心市街地の賑わいを取り戻し新市街地復興に合わせて、失われていた中心市街地の賑わいを取り戻し

たい。たい。たい。たい。

◇祈念公園の来訪客を新市街地に呼び込みたい。◇祈念公園の来訪客を新市街地に呼び込みたい。◇祈念公園の来訪客を新市街地に呼び込みたい。◇祈念公園の来訪客を新市街地に呼び込みたい。

◇新市街地と祈念公園の関係性、連携を強化したい。◇新市街地と祈念公園の関係性、連携を強化したい。◇新市街地と祈念公園の関係性、連携を強化したい。◇新市街地と祈念公園の関係性、連携を強化したい。

◇道の駅等、集客力の高い施設と市街地の連携を強化したい。◇道の駅等、集客力の高い施設と市街地の連携を強化したい。◇道の駅等、集客力の高い施設と市街地の連携を強化したい。◇道の駅等、集客力の高い施設と市街地の連携を強化したい。

◇何度も来てもらえるような、明るい気持ちにさせる公園、まちにしたい。◇何度も来てもらえるような、明るい気持ちにさせる公園、まちにしたい。◇何度も来てもらえるような、明るい気持ちにさせる公園、まちにしたい。◇何度も来てもらえるような、明るい気持ちにさせる公園、まちにしたい。

新市街地新市街地新市街地新市街地とととと連携連携連携連携してしてしてして

交流人口交流人口交流人口交流人口をををを誘引誘引誘引誘引するするするする

公園公園公園公園づくりづくりづくりづくり

公園公園公園公園づくりをづくりをづくりをづくりを通通通通したしたしたした

持続的持続的持続的持続的なななな

地域力地域力地域力地域力とととと人材人材人材人材のののの育成育成育成育成


