
 

 

 

 

 

 

第２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11月26日（水）14：00～16：00 

               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 ２時００分） 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 定刻になりましたので、ただいまから第２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。 

 委員の先生方におかれましては、ご多用のところご出席を賜り、まことにありがとうござい

ます。 

 前回に引き続き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申し上げます。 

 では、座って進行させていただきます。 

 内容に入ります前に配付資料の確認をいたします。一番上に次第、続いて出席者名簿、配席

図、そして配付資料の一覧がございます。こちらに沿って説明をいたします。資料１、「国営

追悼・祈念施設（仮称）」の設置に関する閣議決定について、資料２、これまでの検討経緯と

今後の検討スケジュール、資料３、基本計画の検討事項、そして資料４、基本計画の構成（案）

でございます。また、委員席にはこれとは別に参考資料といたしまして参考資料１から８まで

別とじで配付してございます。さらに、陸前高田市さんの資料、２種類用意してございます。

資料に不足のある場合は、事務局までお知らせください。よろしいでしょうか。 

 本日の委員会につきましては、議事次第にありますとおり16時までの予定で進めさせていた

だきたいと思います。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、ご発言の際には机上のマイクをお使いいただきますようお願い申し上げます。 

    

２．挨２．挨２．挨２．挨        拶拶拶拶    

    

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 それでは、開会に当たりまして委員長の中井先生から一言ご挨拶を頂戴いたします。よろし

くお願いいたします。 

【中井委員長】 

 開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 この復興祈念公園基本計画検討委員会、第１回目は８月７日の七夕の日に開催をさせていた

だきました。それから、早いもので３カ月半ほどがたっております。発災からは３年半という

ことで、市街地の復興のほうもごらんいただいているように工事のほうが進められている状況

で、さまざまな新しい課題が出てきつつ、それを１つずつこなしながら進められているという

ように聞いております。こちらの復興祈念公園も陸前高田、岩手県、それから震災の復興にお

いては非常に大きな要素でございまして、こちらのほうも基本計画をつくっていく中で、また

新しい課題等が出てきているようですけれども、それをこなしながら進めてまいりたいという

ように思っております。 

 今年度は、この委員会の中に空間デザインワーキンググループと協働デザインワーキンググ

ループの２つを設置しまして、それぞれご検討いただいていると聞いておりまして、その経過

を本日ご報告いただくと同時に皆さんからご意見をいただき、またそちらのワーキンググルー

プのほうでさらに検討を深めていただくということになろうかと思います。 
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 協働ワーキンググループのほうでは、幹事をされております広田委員が本日ご欠席というこ

とでございまして、そちらのほうに参画をいただいております岩手大学の五味先生に本日は出

席をお願いしておりますので、後ほどワーキンググループの検討状況についてご説明をお願い

したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、簡単ではございますけれども、挨拶はこれまで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】 

 ありがとうございました。 

 次に、本日ご出席の委員及び行政委員の皆様をご紹介させていただきます。本日ご出席の委

員及び行政委員の皆様につきましては、配付いたしました出席者名簿のとおりでございますの

で、申しわけありませんが、これにてご紹介にかえさせていただきます。 

 委員の皆様については６名、行政委員の皆様については代理出席も含めまして７名、計13名

の方にご出席いただいております。行政委員を除きました委員の皆様のご出席が８名中６名と、

過半数を超えておりますので、有識者委員会の設置要綱に基づき委員会として成立しておりま

すことをご報告申し上げます。 なお、本日は協働デザインワーキンググループの幹事を務め

ていただいております広田委員がご欠席ですが、先ほど中井委員長のご挨拶にもありましたと

おり、委員会設置要綱第５条の３に基づきまして、同ワーキンググループの委員を務めていた

だいております岩手大学の五味先生にご出席をいただいておりますので、ご紹介いたします。 

 それでは、これから議事に入りますので、今からは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。 

これからの進行は、中井委員長にお渡ししたいと思います。中井委員長、よろしくお願いいた

します。 

    

３３３３．議．議．議．議        事事事事    

 

【中井委員長】 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 議事次第の１、２が終わっておりますので、３の議事ということで、まずは報告事項という

ことでございますが、初めに「国営追悼・祈念施設（仮称）」の設置に関する閣議決定につき

まして、事務局からご報告をお願いいたします。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 事務局を務めます東北地方整備局都市調整官の脇坂でございます。 

 資料１のほうをごらんいただきたいと思います。前回、第１回委員会から今までにさまざま

な調整事項がございましたが、一番大きなことといたしまして、この10月31日の「国営追悼・

祈念施設（仮称）」の設置に関する閣議決定が行われました。これは、その際の記者発表資料

でございます。 

 １ページ目にありますとおり、国営追悼・祈念施設につきまして目的が３つございます。東

日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂、震災の記憶と教訓の後世への伝承、国内外に向けた

復興に対する強い意思の発信ということで、場所を今回検討しております陸前高田市の高田松

原地区、同じく宮城県で検討しております石巻市南浜地区となっております。内容は、地方公

共団体が整備する復興祈念公園（仮称）の中に国が中核的施設となる丘や広場等を設置するこ

とを想定しており、面積は数ヘクタール程度となっております。 
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 閣議決定文が裏面に載っております。先ほど説明した内容とほとんど同じということですが、

読み上げますと、東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂や、震災の記憶と教訓の後世への

伝承とともに、国内外に向けた復興に対する強い意思の発信のため、国は、地方公共団体との

連携の下、岩手県陸前高田市及び宮城県石巻市の一部の区域に、国営追悼・祈念施設（仮称）

を設置するということでございます。お戻りいただきまして、今後のスケジュールですけれど

も、平成27年度、来年度事業化ということになりまして、基本設計に着手します。また、整備

目標でございますが、震災10年目となります平成32年度末を目途に整備ということが政府とし

て正式に決まったということですので、ご報告申し上げます。 

 以上でございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 これをもって公式に国の施設が高田松原地区に設置されるということが決まったわけでござ

います。ご報告事項ということでございますけれども、ご質問等はございますか。 

 復興庁の美濃部参事官から補足で何かございましたらお願いいたします。 

【美濃部行政委員】 

 この閣議決定を担当しておりました美濃部でございます。どうもお世話になります。 

 これで８月７日の委員会のときはまだ閣議決定終わっておりませんで、９月の概算要求につ

いては事項要求と申しまして、追悼・祈念施設をやりますと財務省には登録してあるのですが、

その金額とかはまだ要求してないという状況でございます。これから国交省と一緒になりまし

て、幾らぐらい、どういう内容で要求するのかというのを詰めて、財務省の当初予算案にぜひ

入れてもらうという作業を始めたいと考えております。それから、この閣議決定に向けていろ

いろ説明に回っていましたときに、国の施設もいいけれども、やっぱり市町村ごとの追悼・祈

念施設も大切ですよという意見もございましたので、きのう発表いたしました復興交付金の配

分によって効果促進事業と申しまして、基幹事業という本来事業ではないのですけれども、い

ろいろな高台移転だとか、そういうのに伴ってその２割から３割５分ぐらいのお金を、その効

果を促進するために使えるという区分がございまして、そのお金で市町村ごとの追悼・祈念施

設に対しても補助金を出していくということを始めましたので、そういうものもあるというこ

とを前提に国の施設のあり方というものもご検討いただければと思います。 

 以上でございます。 

【中井委員長】 

 貴重な情報提供ありがとうございました。 

 何かご質問等はございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして議事の（２）の基本計画の検討事項でございますが、その前にこれま

で、先ほどちょっと申し上げましたけれども、８月７日の第１回の本委員会以来ワーキンググ

ループ等で精力的に検討していただいておりますので、検討経緯を事務局からご説明お願いし

まして、質疑をそこで簡単に行いまして、その後資料３、４ついてご審議いただければと思い

ます。 

 それでは、事務局から資料２の説明をお願いいたします。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 これまでの経緯と今後のスケジュールについて説明いたします。資料２をご用意いただきた

いと思います。 
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 中井委員長からお話ありましたとおり、８月７日に第１回委員会がございまして、検討方針

をご議論いただきました。この方針に基づきまして、空間デザインワーキンググループ、協働

デザインワーキンググループ、２つを設置いたしまして、検討を進めてまいっております。 

 なお、このワーキングのメンバーにつきましては、資料２の裏面のところに記載してござい

ますので、適宜参照ください。 

 空間デザインワーキンググループにつきましては、篠沢委員を幹事に池邊先生、内藤先生、

涌井先生にお願いしております。こちらのほうは、主に東京で開催してございます。 

 また、広田先生を幹事に五味先生にも委員に入っていただいておりまして、そのほか市内で

のＮＰＯや商工、観光、スポーツ等の活動をされている市民の代表の７名の方に入っていただ

きまして検討してございます。これは、ここ陸前高田市役所で検討しております。 

 資料２の表のほうにお戻りください。協働デザインワーキンググループにつきましては、９

月４日、10月２日、10月28日の３回開催してございます。当初２回の予定でございましたが、

そもそもこの復興祈念公園とは何かみたいなところから議論が始まりましたので、１回ふえた

ような形になっております。 

 空間デザインワーキンググループは、東京で９月１日、また10月17日の２回開催しておりま

す。これらのワーキンググループの資料については、空間デザインワーキングの第１回の資料

を協働デザインワーキングに提示し、またその意見を空間ワーキングにもフィードバックし、

またその成果も協働ワーキングにも資料として提示するといった形で、相互連携したような形

で開催しております。そのほか個別テーマがございまして、それにつきましては先生方個別に

ご意見を伺うという機会を設けております。８月８日に本多委員から陸前高田の民俗・信仰等

について、９月16日に池邊先生から名勝高田松原の復旧・再生について、また10月10日に牛山

先生から公園利用者の避難・安全について、また中井委員長にも10月17日及び11月21日に中心

市街地・道の駅との連携についてのご意見を伺っております。 

 そのほか、関係機関調整なども随時行っておりまして、本日に至るということでございます。 

 なお、今後も同じように、今回の意見を踏まえながら協働ワーキング、空間ワーキング、協

働ワーキングは第４回を12月10日と決めておりますが、議論を進めつつ、また適宜個別協議な

ど進めながら基本計画案を練っていこうと考えております。また、地元説明会もある程度基本

計画の形が見えましたら、年明けにはなりますが、開催を検討しているということであります。 

 以上でございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、これまでの検討経緯というご報告事項ですけれども、ご質問等はございますか。

この後、具体的にどういう検討が進められているかはご説明を願いますので、もしそちらのほ

うで何か関連する事項がございましたらお願いをしたいと思います。 

 それでは、先に進めさせていただいて、本日の主たる議題ということですけれども、資料３、

基本計画の検討事項について事務局よりご説明をお願いしたいと思います。 

 基本計画の検討事項は、細かくは①、追悼・鎮魂の場から⑦、多様な主体の参加・協働と交

流まで７項目にわたっております。それで、随時区切りながらということではありますけれど

も、①から⑤までが割合と関連が強いということでございますので、まずは①から⑤について

ご説明いただき、そこで一旦議論ということにさせていただければと思います。 

 それでは、ご説明をよろしくお願いいたします。 
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【東北地方整備局都市調整官】 

 それでは、基本計画の検討事項のうち、①から⑤まで説明させていただきます。資料３をご

用意いただければと思います。 

 資料３、お開きいただきますと、目次がございまして、今の項目に対応した形で（１）から

（７）ということとなっております。この資料は、前回の第１回委員会の資料の続きのような

形になっております。 

 まず、２ページ目に「基本計画に向けた継続検討事項」というものがありまして、これを前

回の委員会でお示しして、それを受けた形で本資料をつくっております。 

 では、まず一番最初の追悼・鎮魂の場の具体的なあり方、また今回閣議決定を受けましたの

で、国営追悼・祈念施設（仮称）でございますが、その位置・内容についての検討状況につい

てご報告いたします。 

 お開きいただきたいと思います。３ページのところに基本構想における位置づけ及び前回委

員会でご説明いたしました検討方針を載せております。これは、前回委員会のほうで十分説明

しておりますので、詳しい説明は省略させていただきまして、この基本計画での検討の中でど

のような意見がありましたかということを中心にご説明いたします。 

 ４ページのほうです。これまでの委員会、またワーキング、また個別の協議などでの意見を

オレンジの格好にまとめております。まず、追悼と鎮魂の場の立地環境についてでございます

が、前回の委員会などで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

重要ではないか。また、この河口部に水門や気仙中学校、奇跡の一本松、ユースホステルもあ

り、象徴的な場所ではないかと。一方、協働ワーキングの中からは、式典などを考えると、安

全性を考慮してかさ上げ市街地等の高台に近いエリアのほうがいいのではないかという意見も

ございました。 

 また、国営追悼・祈念施設の追悼・鎮魂の場の規模・形態等についてもデザイン面でも議論

がございまして、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であって、この奇跡

の一本松の見え方にも留意が必要。また、シンボルロードからの見え方、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いいかを吟味してほしい。駐車場、トイレ等のインフラ

も検討する必要がある。また、祈りの方向性なのですが、協働ワーキングの中で市民から、市

民の意識は追悼・鎮魂という意味では広田湾、海のほうに向くのではないかという意見がござ

いました。また、広場と避難の丘をどうするかという議論がワーキングでありましたが、これ

を分けたほうがデザインの可能性が広がるのではないか。また、この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。また、築山も検討してございますが、これにつき

ましてもメッセージ性を打ち出すため、また昔から山がそこにあったと誤解されないよう人工

的形状とするよう方向もあるのではないか。また、海に向かって祈るという意見と、一本松に

向かって祈るとは考えにくい。あと式典の場を高い築山にするというのは、登るのが大変では

ないかという意見もございました。 

 また、川原川の橋梁につきまして、災害復旧で検討しておりますが、それも景観デザインの

専門家の検討をすべきではないかという意見をいただいております。 

 次お願いします。これらの意見を踏まえまして、今の検討の方向性ということでございます。

まず、追悼・鎮魂の場、国営追悼・祈念施設の場所でございます。これにつきましては、先ほ

どの閣議決定文を踏まえ、また空間イメージに適合する環境条件等からこの位置を国道45号、

気仙川、川原川に囲まれた敷地で検討していきたいと考えております。 
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 ちょっと先の６、７、８ページにその補足的な内容も記載してございますのでご説明いたし

ますが、追悼・鎮魂の場のみならず、閣議決定文には復興への意思と力の国内外への発信、ま

た教訓の伝承といったものがございます。こういったものについては、昨年度の基本構想でも

空間イメージを具体的に提案して、前回委員会におきましてそれが適合するような環境条件と

いうのも整理させていただいております。 

 そういう中で、今回の国営追悼・祈念施設の持つべき内容といたしまして、追悼・鎮魂空間

のみならず象徴性が高く、復興への意思と力を発信できる、また教訓の伝承もできるというこ

とが大きな構成要素になるということでございます。 

 それを受けまして、７ページでございます。昨年の基本構想の空間イメージを具体的な場所

に落としたものでございます。これは前回委員会でもある程度のものをお示ししたわけでござ

いますが、その中でも追悼・鎮魂の場（国営追悼・祈念施設（仮称））の空間イメージに適合

する環境条件として、公園区域の中央部でまとまった平たん地があり、また象徴性の高い震災

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というこ

と。また、築山を整備できるまとまった平たん地があるということ。また、逍遥空間も確保で

きると、そういったことなどからここの国道45号、気仙川、川原川に囲まれた敷地で検討して

まいりたいと考えてございます。 

 そのほかの機能につきましても45号北側や、また古川沼周辺、また松原を復旧する場所など

で当てはめてございます。 

 これらをより具体的に書いたものが８ページでございまして、それらの区域ごとにどういっ

た空間にしていくかということを書いてございますが、国道45号気仙川、川原川に囲まれた敷

地というところが左側にございますが、ここには追悼・鎮魂の場となる国営追悼・祈念施設（仮

称）、またそのほかにも、後ほど説明もございますが、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記憶の伝承空間とすることができる道の駅の復旧もあわせてここで検討し

てまいりたいと考えております。 

 そのほかの場所でも昨年の基本構想を受けた教訓の伝承や逍遥空間、また市民の憩いやスポ

ーツなどができる公園施設などの機能がございますので、機能を配置したということです。 

 お戻りいただきたいと思います。５ページのところで、続きの２）のほうを説明させていた

だきます。この場所で国営追悼・祈念施設の規模や形態などを空間ワーキングで検討している

ということです。導入する空間要素として、どういったものが必要なのかということで、中核

的な祈りの場となる静謐な広場空間、またストーリー性やシークエンスを重視した広場へのア

プローチ空間、また周辺への展望が確保された高さの築山、また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、また国営追悼・祈念施設ではアーカイブセンターといった

ものはちょっと整備できないということにはなってございますが、道の駅とあわせて検討して

おります伝承施設も中心市街地に整備予定の震災復興施設との連携に配慮して考えていければ

と思っております。 

 しかしながら、さまざままだ課題もございます。例えば築山ですが、果たしてどれくらいの

高さをつくれるのかというところにつきましては、地盤条件を踏まえた技術的課題、また土量

がどれくらい発生するのか、またコストの面、また避難の安全面での妥当性の検証も引き続き

必要になってございますし、また道の駅の検討状況も踏まえた全体の空間配置、また周辺の景

観インパクトを考慮した構成要素の規模・形態の検討もこれから引き続き行わなくてはいけな

いものと考えております。 
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 ここにつきましては、９ページ、飛んで失礼いたしますが、９ページのほうにどういった機

能が要るのかということを並べてございます。ただ、これが全部どのように、どう配置するの

かというのはちょっとまだ決まり切っていないところでもございますが、国内外の地震津波を

含むこういった祈念施設の例や、また専門家との個別協議などを行い、あり方を検討してまい

りたいと考えてございます。 

 参考資料になりますが、参考資料の２のほうにその検討の一端のほうをまとめてございます。

ワーキングのほうでは、具体的に絵を仮に描いてみまして、どのような形になるのかというこ

とをご議論いただいております。どちらの方向に祈るのかとか、また築山や広場、また道の駅

といった施設の配置などどうなるのかということを、いろいろ絵を描きながらあり方を今まさ

に検討しているということでございます。このＡ案からＣ案のうち、まだどれかに決めたとい

うものではないのですけれども、そういう議論をしながら空間のあり方を検討しているという

ようなことでございます。 

 また資料３のほうにお戻りいただきまして、10ページでございますが、先ほどお話ししまし

たとおり川原川に古川橋、松原大橋、しおさい橋の３つの橋がございまして、これは災害復旧

事業でかけかえを行うということです。このデザインにつきましても、景観配慮の検討を行っ

ていくということです。 

 続きまして、教訓の伝承についてです。11ページ以降です。11ページは、前回委員会でご説

明した教訓の伝承の検討方針です。これにつきましてもさまざまな意見をいただいております。 

 12ページです。震災遺構の保存と活用につきまして、例えば市街地の地割、またＪＲの大船

渡線の線も重要でございますので、その踏切等の保存についても考慮すべき、またこれは震災

時にあったものではないのですが、今ベルトコンベヤーがこのエリアに縦横無尽に走っている

わけでございますが、こういった工事用のつり橋、ベルコンを震災復興遺産として扱ってはど

うか。具体的には保存・活用を検討すべきではないかということです。一方、これが整備費や

維持管理費のコスト的に問題があるのでないか、また景観上どうかという問題もあります。そ

の中で、一部部材等の存置・再利用なども考えられるのではないか、またつり橋の橋台なども

存置することも考えられるのではという意見もいただいております。また、下宿の定住促進住

宅についても、耐震補強を行って避難場所として活用していく場合、災害遺構としての保存の

あり方との調和も必要ではないかという意見もいただいております。 

 この検討の方向性です。まず、震災遺構の保存・活用です。これにつきましても、タピック

45、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などを調査して、どのよう

な形で保存していくかということを検討してまいりました。 

 活用方針ということで、14ページ、15ページのほうに表をつくってございますが、考え方と

して内部見学ができるような形での保存・活用を行っていく、また全体ではなくてほんの一部

だけでも内部見学可能にしていく、また中には立ち入らず外から見るだけにするといったよう

な考え方もございます。 

 こういったところを検討しておりますが、下宿定住促進住宅は避難ビルとして活用すること

も考慮してまいりたいと考えております。これにつきましては、まだ正式に関係県市と調整が

終わったというわけではないのですが、整備や維持管理費に係るコストなども考慮しながら関

係事業者とも協議・調整を行って、引き続き検討してまいりたいと考えております。 

 これも参考資料のほうの３でより詳細なデータなどもつけてございますので、随時ご参照い

ただければと思います。 
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 また、16ページになりますが、ここに遺構の位置も記載してございますが、遺構だけではな

く市街地の地割とか大船渡線の踏切跡なども残しておくべきではないかということでございま

すので、これについても保存・活用を検討していきたいと思っております。 

 また、工事用のつり橋やベルコンにつきましても、今回工事を行っております清水建設ＪＶ

のヒアリングも行いました。その結果、やはりこれは工事用仮設物で、つり橋などは道路とし

ての耐震基準を満たしていないということと、仮設物なので、存置活用するためには相当な費

用がかかるのではないかと、また仮設のスペックで５年程度もつようなものとして整備したも

のであり、工事完了後は撤去が大前提であるというようなお話もいただいております。 

 こういうのを受けまして、この保存の意味がどうなのかということも含めて引き続き検討し

てまいりたいと考えております。また、教訓の伝承については、まだ検討が不十分ではありま

すが、道の駅の再整備計画とも連携しつつ、引き続き検討を進めていきたいと考えております。 

 続きまして、公園利用者の安全確保についてです。17ページ以降です。公園利用者の安全確

保もこの公園を考える上で大変重要でして、先ほど説明しましたように牛山先生に個別にご意

見を伺いました。 

 18ページにその内容もいろいろまとめております。まず、津波避難をどのようなタイミング

で考えるかということで、とりあえず事務局案としまして、地震発生から避難開始まで15分の

時間が必要であり、その後15分で避難するという設定していくということも考えてございまし

て、これについては一つ適当ではないかという意見もいただいております。また、この避難距

離については、この公園利用の特性を考慮して独自に設定してよいが、やはりその根拠は明確

にすべきではないかと。また、避難ついては基本的に徒歩を原則とするのが望ましい。また、

この避難目標なのですが、これをかさ上げ市街地、さらにはさらなる高台の山側にするかなど

の方針の設定が重要であるという意見を伺っております。また、避難築山でございますが、こ

の築山の高さを東日本大震災の津波到達高さを考慮して安全なものとする必要があるというこ

と。ただ、この高さについては誤解を招かないよう避難広場と称さないことも重要と。また、

津波による洗掘・破壊を免れる構造とする必要があると。あと、景観的なインパクトのチェッ

クも必要であると。また、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。

また、この避難場所は公園区域内に複数あったほうがいいと。一方で、市民感情から築山があ

っても避難したくないという心理があるということもワーキングでいただいております。 

 また、避難経路についても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ということ、また気仙川水門も避難経路として位置づけてほしいと

いった意見もございました。 

 この検討の方向性ですが、想定する津波は当然にして最大クラスの東日本大震災の津波とい

うことです。想定津波で浸水しない高台を避難目標地点として設定するとともに、津波到達ま

でに避難することが困難な１次避難場所としての築山を整備するというような基本的な考え方

で進めていきたいと思っております。ただ、この避難手段や避難開始から到達までの時間、ま

た距離につきましては、市の避難計画も現在検討中でございますので、その考え方なども考慮

しながら検討を進めていきたいと考えております。 

 また、避難築山ですが、一時避難を要する利用者が到達可能な場所で、越流してきた津波で

も浸水しない高さ以上で必要な来園者が収容できるスペースを確保した築山を配置すると。ま

た、想定津波より大きく破壊されない構造とする。また一方、具体的な高さや面積、配置や構

造につきましては地盤の条件、土量の確保、コストなど、また景観の問題もございますので、
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そういったことも含めて引き続きワーキングで検討を進めてまいりたいと考えております。 

 また、避難経路も水門も避難経路と位置づけまして、適切な経路を検討してまいりたいと考

えております。 

 続きまして、４番目の名勝高田松原のあり方についてです。20ページ以降です。これは、池

邊先生に主にご意見いただきまして、また文化庁からもご指導いただいたものでございます。

有識者委員会からの意見ですが、前回委員会でもありましたように、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や松原が見える非常にすぐれた眺望点であ

ると。名勝の雷神山とありますが、松原から見える雷神山というよりも展望を意図したもので

はないかという話。また、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・再生が重要であると。また、松を植えていくわけでございますが、その成長するまでの間、

防潮堤における景観の変化の緩和措置、前面盛り土とか表面処理、こういったものが重要では

ないか。また、逍遥空間、もともと名勝の指定の中に「逍遥」という言葉がありますが、それ

は名勝の区域だけではなくて、隣接する公園の区域と連携して整備することが重要であるとい

うご意見を伺っております。 

 これを受けまして、名勝の復旧・再生の基本的考え方を22、23ページのほうに整理しており

ます。22ページのほうで説明したいと思いますが、これは文化財保護法で言う名勝の指定基準、

または指定説明文があります。これは、これまでの委員会でもご説明したものでございますが、

それらからわかるとおりこの名勝高田松原の本質的な価値を構成する要素が壮大優美な松原、

また山紫水明の景勝地、これも前面に広田湾、背後に氷上山や雷神山が囲繞しているというこ

と、また清浄で林内の逍遥の適地であるということです。また、その本質的価値を構成するそ

ういった有形の要素のみならず、無形の要素としてもこれまでの災害で被害を受けて、また再

生してきたという歴史や、また地域住民の愛着、誇りといったものがあるのではないかという

ことです。 

 これを受けまして、23ページですが、名勝の復旧・再生の基本的な考え方を整理しておりま

す。まず、壮大優美な松原を復旧・再生していくというようなことでして、まず松林、砂嘴・

砂浜の復旧・再生、それ自体がまず肝要であると。整備後、これを管理・保育していくという

ことで、継続的に配慮していくということです。また、その際の防潮堤の景観の問題がござい

ますので、それも緩和措置をしていく。また、トータルの松林の規模についても名勝の区域の

みならず、背面盛り土等での新規植栽などでも確保していくという方向でございます。 

 続きまして、山紫水明の景勝地の復旧・再生ですが、松原から囲繞する山々への展望を確保

するには、やはり砂浜が必要であるということで、砂浜を松原と一体的に再生していくという

こと。また、視点場からの風致景観が非常に重要ですので、古絵図など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して、維持・管理に反映していくというこ

とで、これにつきまして県や市の教育委員会の協力も得ながら検討を進めてきているところで

ございます。 

 また、林内の逍遥適地の復旧・再生ということでして、松林においてこの逍遥空間としてふ

さわしい環境を整備するのみならず、この名勝の区域外の公園区域内でもトータルで逍遥空間

を確保していこうということ。 

 また、地域住民と一体として復旧・再生を行ってきたという経緯がございますので、こうい

ったことにも留意しまして、地域住民の生活と一体となった復旧・再生を進めていくというこ

とを整理してございます。 
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 それを具体的に記しましたのが24ページでございまして、公園事業のみならず防潮堤の事業、

また保安林の事業もございますので、それらの事業で先ほど言った方針を実現してまいりたい

と考えてございます。 

 この説明の最後になります５番目です。植栽・自然再生のあり方ということでございます。

古川沼周辺での植栽をどうしていくか、また全体の植栽計画をどうしていくかという問題です。 

 これにつきましても空間ワーキングのほうでいろいろ議論いただいております。その際に、

古川沼をどう再生するか、周辺の自然をどのように再生するかの際に、再生の時間軸をどこに

置くかということが最も重要ではないかと。また、水門を閉鎖して水質汚濁があったという、

それを市民の力で水質を改善してきたという歴史を踏まえる必要があるという意見をいただい

ております。また、全体の植栽計画も意見といたしまして、お年寄りが考えている懐かしい風

景を再生するのがわかりやすいのではないかと。また、涌井先生からの意見としまして、東北

では一本桜が多い風土ではないか。だから、そういうのも考慮していくべきではないかと。桜

を数種交えて群植し、クローネを形成させるような手法もあるのではないか。また、協働ワー

キングで四季を楽しめる、管理の手間がかからない緑地がいいのではないか。また、マイツリ

ーのような植樹した人に育ててもらうような方法もあるのではないかという意見もいただいて

ございます。これを受けまして、検討の方向性を27ページに整理してございますが、まず古川

沼周辺の植栽の再生のターゲットでございますが、チリ地震前後の1950年代から1960年代ごろ

の古川沼への再生を目指していく方向がいいのではないかという案を考えてございます。これ

は、当時の風景の記憶をとどめる人々が現に存在しており、また水質も清浄であったというこ

と。また、植生図もありまして、当時の状況を類推できるということで考えたものでございま

す。それは、28ページのほうに年表に合わせて目標年次というふうに書いてございますが、閉

鎖性水域となる前の段階での古川沼ということが考えられるのではないかということでござい

ます。これにつきましても、具体的な方針について空間ワーキングで引き続き検討してまいり

たいと考えております。また、公園全体の植栽計画も公園に求められる機能や立地特性のみな

らず、市街地との関係、道路、河川、また田園等の景観との調和、また地域のゲートウェイや

にぎわい再生、いろんな機能がございますので、それにふさわしい植栽計画につきましても引

き続き検討を進めてまいりたいと考えております。 

 植栽につきましても参考資料５のほうに、これは断面構成なのですが、海から松原、また古

川沼から公園区域、高台市街地、氷上山の山麓を断面にしまして、どのような植栽が考えられ

るのかというワーキングに提出した資料を参考資料のほうに添付しております。 

 済みません、雑駁な説明でございますが、以上で①から⑤までの説明を終わらせていただき

ます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 ①から⑤というのは、主として今回の公園の区域及び名勝高田松原の区域にかかわる、特に

空間の整備に係る事項についての検討内容ということでございまして、主に空間デザインワー

キングのほうで検討していただいていると。そこに協働デザインのほうでの意見もインプット

として取り入れながらというような形で検討を進めていただいているようでございます。 

 篠沢委員から、何か今の時点で補足することはよろしいですか。 

 それでは、少し意見交換の時間をとりたいと思います。どなたでも結構ですけれども、ご意

見ある方いかがでしょうか。ご質問でも、あるいはワーキングにこういうことをもっと検討し
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てほしいというような、そういった内容でも、きょうの会議の場合は構わないと思いますので、

ぜひいろいろとご意見いただければと思います。いかがでしょうか。 

 美濃部委員、どうぞ。 

【美濃部行政委員】 

 参考資料２ですけれども、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案とありまして、図面の右上のアプローチの辺に

書いてある四角はタピック45だと思うのですけれども、このオレンジ色の細長いのと小さい建

物というのは、どんな意図で、どんなイメージで描いていらっしゃるかちょっと教えていただ

ければと思います。 

【中井委員長】 

 事務局、お答えいただけますか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 参考資料２でございますが、これは空間ワーキングで議論している仮の絵柄を模式的にあら

わしたものです。道の駅の復旧という方針がまだ決まっていない段階でもありましたが、道の

駅がある程度復旧されるだろうということを前提に、そういった施設的なものが駐車場の周辺

に必要なのではないかということを前提に描いたものということです。ただ、これもまだ決ま

っていない段階での仮の議論でございましたので、これはむしろワーキングでどのような検討

をしているのかというのを説明する資料でございまして、こういった形を決めるとか、そうい

ったものはまた最終的には基本計画全体の仕上がりの中で関係者間の調整の上で決まるものと

考えております。 

【中井委員長】 

 何かしらの建物的なものはできるであろうということで、仮にこういうものを今置いている

ということなのですね。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 どうぞ、五味委員。 

【五味協働デザインワーキンググループ委員】 

 ２点質問させていただきたいことがあります。１つが遺構のことなのですが、遺構について

タピック、それから気仙中学校、それから定住促進住宅のことが資料の16ページのところに記

載されておりますが、ユースホステルについては、これは遺構というふうにはみなさないとい

うことでよろしいでしょうか。それと、あともう一点なのですけれども、19ページになります

が、２）―２の避難経路のところで、気仙川の水門も避難経路と位置づけるというのがあるの

ですが、個人的にこのイメージが、水門を避難経路にするというのはどういうことになるのか

ということが、ちょっと頭の中に浮かばないもので、教えていただければと思ったのですが。 

【中井委員長】 

 それでは、まずユースホステルから。これは阿部課長から。 

【陸前高田市都市計画課長】 

 陸前高田市都市計画課の阿部でございます。 

 ユースホステルの建物につきましては、所有はユースホステル協会のものなのですけれども、

奇跡の一本松とその背景にあるユースホステルが一体の絵柄にもなっていることなので、市で

はセットで保存したいと考えておりまして、その旨ユースホステル協会のほうに打診したとこ

ろ、ユース側もそれでいいというような方向になっておりまして、遺構として残したいという

ふうに考えているところでございます。 
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【中井委員長】 

 ということは、ここに遺構と書いてもいいということなのですかね。まだちょっと時期尚早

だということですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 民有の施設であったので、ちょっと検討がそこまで進んでいなかったというところもござい

まして、今回の資料には入れてございません。 

【中井委員長】 

 ただ、今のご回答だと、これも遺構ですということ、そういう理解でよろしいのですね。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 そうです。ほかの施設はみんな公共施設なので、まともに検討してきたということですけれ

ども。 

【中井委員長】 

 わかりました。 

 それから、もう一点の水門のほうは。これは、大船渡の河川事務所か。 

【岩手県河川課主査】 

 県庁河川課でございます。気仙川水門を避難路に位置づけということなのですけれども、水

門には、通常、管理橋と申しまして、管理するための橋梁がついてございます。通常、そこは

一般的に開放するということはしていないわけですけれども、ここは公園からの利用者等が通

るに当たって、使いやすいのではないかというお話がありましたので、そういったことに使え

ないかということを今検討している段階でございます。 

【中井委員長】 

 管理用通路、一般的にはかなり高いところにあるのですよね。ですから、津波時にも安全な

離隔距離があるというか、そういう前提でのお話だと思うのですけれども、その辺はまだこれ

から設計していく中でということになるのでしょうか。 

【岩手県河川課主査】 

 高さ関係は、もう大体決まっておりまして、T.P.５メーターか６メーターぐらいになるので、

行けなくもない高さですので、あとは周りの土地利用を勘案しながら、今それを検討している

ところです。 

【中井委員長】 

 避難路として使えるかどうかは、ちょっと要検討ということですね。よろしいですか、五味

委員。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 牛山委員、どうぞ。 

【牛山委員】 

 この国営追悼・祈念施設というものとして、具体的にどのようなものを設けるかということ

も当委員会での検討事項というふうに考えてよろしいでしょうか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 もともと国営追悼・祈念施設のあり方も基本計画に包含されるものとは考えてございます。

ただ、国営追悼・祈念施設でどうしてもできる、できないというのがございますので、全て決

定権があるというわけではないのですけれども、その中でということだと思います。 
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【牛山委員】 

 今ご提案の内容ですと、この国営追悼・祈念施設というのは、築山もそうなのかもしれませ

んし、広場等も含めて、要するに人が常駐するものではなくて、うんと大ざっぱな言い方で言

うと公園の設備的なものという形でご提案をいただいていると思うのですが、そのような理解

でよろしいですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 そうですね、築山、広場等というような形になっていますので、公園の一部を国営のエリア

として整備するというようなことでございます。 

【牛山委員】 

 わかりました。その辺は、特に外向けに説明するときにはっきり説明しておいたほうがいい

と思います。国営追悼・祈念施設という言葉から、いろいろな想像を働かせる方がいらっしゃ

ると思うのですけれども、要するに人が常駐して何かＰＲ活動をするとか、あるいは被災者の

ケアをするとか、いろいろなことを自由に希望されて、それに応えないというようなご不満を

持たれてしまう可能性もあると思うというか、そういうことに対してやる気がないとか、思い

が足りないとか、いろいろなご意見を持ってしまわれる方がいらっしゃると思いますので、も

ちろんそういったものはそういったもので別途検討していくべきものかと思いますが、ここの

枠で考えて、この枠で可能なのは恐らく予算その他の使い道の関係で可能なこと、不可能なこ

とは、今のお話ですとあるということでしたので、ここでは主としてそういう人を動かす施設

的なものではなくて、それはそもそも思いがないとか、何か心が冷たいとか、そういう問題で

はなくて、制度的にできるものではないと。ここでやるのは、公園の基盤的な施設の話で、そ

れを検討しているのであるということをよくよく丁寧に説明したほうが、後々行き違いが生じ

ないのではないのかなというふうに考えます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 本多委員、どうぞ。 

【本多委員】 

 私からは、追悼と鎮魂のことについて申し上げますけれども、その具体的な内容として、先

ほどの例示の中では式典広場、モニュメント、慰霊施設となっておりますが、以前から申し上

げております通り、記憶の風化ということが非常に問題視されておりますが、一つの例としま

して明治29年の大津波発災後の七回忌の際、広田村の小松駒治郎、小松音三郎という両人が発

起人となりまして、盛町の洞雲寺の境内に大海嘯記念碑を建立しており、また、本堂内には犠

牲となられた5,670人の名前を記した大位牌が安置されております。その目的として、犠牲と

なられた御霊の冥福を祈るためであったわけですけれども、時の経過とともに誰からも関心を

もってくれなくなっていることが指摘されております。このようなことを前提に考えますと、

今後検討される追悼と鎮魂の場は常に人々が訪れて、その意を表する場所とするために、亡く

なられた方々お一人おひとりの名前を碑に明記したものとすべきではないかと。そうすること

によって、どなたが訪れても名前を確認し、常時、鎮魂と慰霊の気持ちを共有化することがで

きるのではないかと考えます。本来であれば墓地に行けばわかることなのですけれども、みん

なで共有するためにも意図を持って施設を考えるべきではないかということで申し上げました。 

 以上です。 
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【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 事務局のほうはいかがですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 今の慰霊碑のあり方、特に亡くなった方の名前をその慰霊碑に彫るべきということ、考え方

もあるのではないかということですが、これまでの追悼・祈念公園でそういった公園は当然あ

りますし、諸外国にも、アジアですけれども、そういった例もございます。この公園でそこを

どうするかということは、ちょっと調整も要ることではございますので、引き続き県や市とも、

そもそもどの範囲でどういったものかという、さまざまな課題がありますので、引き続き検討・

調整させていただければと思っております。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 久保田副市長。 

【久保田行政委員代理】 

 陸前高田市でございます。ちょっと今の件、私のほうもコメントを本多委員からあった件で。 

 名前をという話がありましたけれども、これは当然書くのであれば、陸前高田の犠牲者だけ

ではなくて、今回の東日本大震災全体の、国の施設でもあるということですから、当然そうい

う範囲であろうというふうに思いますので、書くのであればそうであろうと思いますし、そこ

ら辺はもう少しいろいろな議論を重ねて考えられるのが適当なのかなというふうに思いました。 

 それから、ちょっと別の観点で情報提供をさせていただきます。安全確保のところで、これ

牛山先生にも見ていただいていますので、本当に正確に書いていただいているのですが、資料

でいうと19ページのあたりですね。今、当陸前高田市では東日本大震災検証報告書というのを

牛山先生の監修のもとに７月に取りまとめまして、今それに基づく避難マニュアルというもの

を作成中であります。今夜も行くのですが、各市内の11地区、12カ所に分けて回って、今こう

いうものをつくろうとしております。 

 それとちょっと関連する話なのですが、ちょうどあすになりますが、一本松、それから一本

松茶屋という駐車場がありますけれども、そのあたりにかなり外部からの来訪者が今たくさん

いらっしゃるということで、そういった方向けの避難訓練を実施するということで、先ほど議

会の全員協議会の場で表明をさせていただいたところです。それで、避難にかかる時間の計測

とか、当然この場所でそういった訓練をやるのは初めてなのですけれども、そういったことも

やらせていただきますので、もちろんこの辺の想定区域全体でやるものではありません、一部

なのですけれども、ちょっと参考にこちらのほうでもそういった避難の具体的なあり方を検討

させていただきたいというふうに思っております。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 五十嵐委員、お願いいたします。 

【五十嵐行政委員代理】 

 今のお話の続きなのですけれども、副市長がおっしゃられたように、それぞれのお亡くなり

になった方々のお名前をどう残していくかということについてはいろいろ考えなければいけな

いと思うのですけれども、冒頭美濃部参事官のほうから、それぞれの地域でこれから祈念施設

のようなものがつくれることを復興庁さんのほうでもお考えいただいているということなので、
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それとそれぞれ恐らく市町村単位で設けられることになる追悼・祈念の施設と、こことの関係、

それからこの公園の中でいけば公園全体の議論を今していただいているわけですから、公園の

中に配置されるものと、その中の一部である国営の追悼祈念施設に設けられるもの、そこは少

し役割を分担していけばいいと思いますし、事務局のほうから道の駅のお話もありましたので、

そういったところでしっかり、本多先生おっしゃるようにそういった記憶が風化しないような

取り組みを全体としてやっていくことが大事だと思っていますので、引き続きワーキングとし

っかり議論していきたいと思います。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 本多委員、どうぞ。 

【本多委員】 

 私からは情報提供ということですが、高田松原の名勝指定にかかわって、いろいろな資料が

残されておりましたので一部をご紹介致します。 

 昭和10年９月２日、岩手県の石黒英彦知事に対して菅野音松高田町町長から「名勝指定に関

する件」という文書が出されております。したがって、名勝としては昭和15年に指定されまし

たけれども、もう既に昭和10年にその活動がスタートをしているということです。その中で、

当時岩手師範学校在職中の本市出身の博物学者鳥羽源蔵先生が申請に当たっての労をとられて

いたこと、さらに、鳥羽源蔵先生と交流のあった文部省嘱託の理学博士三好学先生がその審査

のために高田においでになっていることがわかりました。 

 もう一点は、昭和10年８月26日に鉄道省の映画班が高田に来て、二、三日映画撮影をしてい

るということが申請に当たっての文書の中に記されてありました。そのフィルムが残っている

のではないかということで国立公文書館に問い合わせいたしましたが、わからないという回答

でした。これらの情報から当時の地元の動きや思いをおわかりいただければと思ってお話しい

たしました。それから、昭和の初め、名勝を保護していくための団体として保勝会が結成され

たようですが、高田にこの組織があったということがわかりました。地元民が高田松原を守っ

ていくという、そういう気持ちが既に昭和10年の頃、あったということでお話ししておきます。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 そのあたりは、文化庁のほうの名勝の計画のほうにインプットとして入れていただくべきこ

とかなと思いますけれども、池邊委員、いかがでしょうか。 

【池邊委員】 

 実は、前回10月に審議会ありまして、そのときにも高田松原の現状の状況ということで報告

をしました。その段階で、少し築山が、かなり高い築山ができるかもしれないということや、

結果的に今回の段階で諦めるということにはなっておりますが、ベルトコンベヤーのお話です

とか、そんなお話も出まして、今お話のあったように地元の方々がやはり名勝として非常に大

事にしてきたということを考えますと、名勝委員会としてはできるだけ名勝としての継承をし

たいと。ただ、今回事務局の方にもいろいろ私のほうで申し上げまして、名勝というのが単に

要するに松林さえ復活されれば、植え直して本数そろえればいいというようなものではなくて、

いろいろなもの、構成要素によって構成されているということ、また築山のインパクトのお話
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なんかも、景観的なインパクトのお話ですとか、あと人工的な形状にするかどうかというよう

なお話もありますけれども、その辺が実際遠くから見てどういう形にするのかというあたり、

そういうことによっては名勝ではなくなるかもしれないというようなことも考えつつ、ワーキ

ングのほうは、私も含めてですけれども、そういうあたりをうまく公園として、あるいは今の

祈念施設や何かのモニュメント等をきちっと入れつつも、形状としては名勝の形というものを

うまく施設保存して、来年基本計画の時点なのか、来年の秋ぐらい、私の感触ですと多分これ

からあれして、来年の秋ぐらいですかね、中井先生、もし基本計画がきちっと出されるという

形ですから。 

【中井委員長】 

 来年の春ごろを予定しております。 

【池邊委員】 

 一応春には出ますが、多分春の名勝審議委員会には状況として間に合わないかなと思います

ので、多分秋ぐらいかと思いますけれども、その段階までにどういうものが残って、どういう

形の景観シミュレーションがされるのかというあたり、あと本多先生が以前からいろいろお話

ししていらっしゃるいろんな各種の碑の関係、その辺の構成要素の関係、どのようなものがき

ちっと残るのかという、その辺を整理して基本計画の際に出していただければと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。これは事務局へのお願いでもございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょう。空間デザインワーキングでご検討されてきた委員の皆さんも今まで

のご意見を聞いて何かコメントがあればお願いをしたいと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

 では、篠沢先生、幹事からお願いします。 

【篠沢委員】 

 篠沢です。 

 いろいろ貴重なご意見を伺って、この資料には出ていないのですが、かなり空間ワーキング

の中で詳細に検討はしています。例えば記名式の追悼のあり方にどういうものがあるかという

のは資料を集めているのですが、その判断の段階がまだわからない、国としての施設なのか、

あるいは県の追悼祈念施設として県の被災された方をあれするのか、それとも一切それを入れ

ないほうがいいのかというのは、３回目の有識者には多分間に合うとは思うのですけれども、

少しその検討の中でもんでからまたお出しする形になると思います。まるっきりそれを意識し

ていないわけではなくて、検討はしています。それから、名勝に関しては今のところ安全性を

優先に、必要最低限このぐらいの高さや量が要るなということをやっていて、逆に名勝として

これはやばいというラインを教えていただけると、検討の対象としては非常にやりやすいです。

ただし、名勝の指定にあった雷神山であるとか氷上山からの景観を意識するよというところは

心にとめておりますので、形がある程度ボリュームが決まった段階でシミュレーションをかけ

たりということはやっていこうとは思っております。あと、いただければ、また検討していこ

うと思いますので、よろしくお願いします。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 では、内藤先生も少し。 
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【内藤副委員長】 

 ワーキングに出て、これは篠沢先生もなかなか困っていると思うのですが、結論があるよう

なないような、まだまだですね。幾つかＡ、Ｂ、Ｃと出ていますけれども、どれも正解でない

ような状態でありまして、つまり避難の問題と、それから追悼というか、祈る話とがなかなか

両立しない。牛山先生が15分という話をされましたけれども、徒歩で15分という話と同時に、

それ以外にもパーキングの問題をどうやって分散させるのかとか、いろいろな問題が未解決の

まま併存しているという認識でいます。だから、これを１つずつ整理して、この後三、四カ月

で結論に至らなければいけないというのはなかなか大変だなというふうに思っています。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 五味委員、どうぞ。 

【五味協働デザインワーキンググループ委員】 

 協働デザインワーキングのほうからです。既に空間デザインさんのほうにもこちらのワーキ

ングの検討内容についてはいろいろ情報を出していただいていますが、一応ここでその中で出

てきた議論を紹介します。ＡからＣに関しては、祈りの方向として一本松に向かって祈るとい

うのは、やっぱり地元の感覚としてはちょっとないね、というのが割と多くの委員というか、

ほぼ全員の意見として共通なところであったということだけご紹介いたします。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 篠沢委員、どうぞ。 

【篠沢委員】 

 先ほど内藤先生から答えが出ないままやれという話で、多分基本計画の最後のまとめのとき

に確定した形で出るものと、こういう条件であればこうなる、そのときに留意すべきものはこ

うだというぐらいの事項に分けなければ答えが出ないのかなと思います。ここで記録をとって

いるので、いろいろと言っていいところとわからないことがわからないのですけれども、国の

ほうで方針を決めてもらわなければ確定しないものもあれば、その後の運営の中で式典をどう

いうスタイルでやるか、それがある条件を満たすには一元でやらなければいけないし、分散開

催はあり得ないなどと、かなり内部の議論は紛糾とは言いませんが、いろいろとあります。な

ので、それに関しては整理しつつやりたいというふうには思っております。なので、確定のこ

うであるというきちっとしたものよりも、今後基本計画を設計に進めていくときに、これは守

っていかなければいけないという枠組みとポイントが出るというような形で整理をしたいと。 

 一方で、このＡ、Ｂ、Ｃ案、五味先生から、一本松に向かって祈るのはないよねというのが

非常に明快な指摘だったのですが、空間ワーキングというのは直にユーザーである市民の方の

ご意見を生で伺ってないまま手探りで、こういうことかな、一本松というのはもしかすると市

民の方にとっては非常に大切に見えるよねという形で組んできたのですが、前回10月末に広田

先生に来ていただき、また今後12月の初めに協働ワーキングにも私が参加していきますので、

そのワーキング間の連携を密にとる中で、住民の方にとって何だと言われないものをきちっと

つくっていこうと思います。 

 Ｃ案に関しては、向かって祈ると書いてあるのが非常に出てしまうので、一本松に祈るのか

という話はあるのですが、この構成の中でも祈りの方向を変えたりとか、アプローチと祈りを
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どう変えるかというのは、まだまだデザインを専門にしている方もワーキングの中にいらっし

ゃいますので、お話を伺いつつ、方針を決めていきたいと思います。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 ちょっと私からも幾つかというか、全般的なことで２つほど申し上げようかなと思っている

のですけれども、１つは特に空間デザインのほうで必要になりそうな基本的な諸条件について、

ややまだ決まっていないものがあって、最終的にこの条件でと１つにはなかなか決めにくいも

のも多分あるでしょうから、しかしながら幾つかそれの設定をしてあげないとなかなか先に進

まないという話がやっぱりワーキングの性格上あるかなと思いますので、そのあたりは、少し

事務局は大変かもしれませんけれども、幾つか条件提示のほうはお願いできればと思っていま

す。特に、例えばこの公園を利用される方がどのイベントなり、どういうアクティビティーを

対象に、どれぐらい最大集まるかといったような条件提示ですよね、追悼の式典のときがそう

なのか、あるいは夏場の海水浴とか、そういうことを想定するのか、そのあたりによっても随

分変わってきますし、それから当然人の問題だけではなくて、駐車場をどれぐらい、どういう

ところに配置するかというような、公園にとっても一番基本的なそういう事項を検討していく

上で、全部が変数の状態だとなかなかうまく検討できないので、仮にということであっても、

幾つかそういう方向を示してあげる方向でぜひ事務局のほうも進めていただきたいというよう

に思っています。それが１点目です。 

 それから、２点目は、名勝のところで、池邊先生に名勝のほう随分ご苦労いただいているの

ですけれども、名勝がこういう形で破壊をされてというのでしょうか、物理的に破壊をされて、

それを名勝として再生するというのは多分これまでになかった、初めてのことだと思います。

そういう中で、名勝もあるとき１日で名勝になるわけではなくて、名勝になるまでにはやはり

非常に長い、当初の指定だって非常に長い時間がかかっているわけですので、少しそういう時

間軸を考えて、最終的にはもちろん名勝であり続けるということを目標としつつも、やはり育

てていく時間というのでしょうか、その中でここの高田松原の伝統でもある市民の皆さんが力

をかしながらそれを育てていくというようなところも、ぜひ新しい名勝の考え方とまでは言い

ませんけれども、少し名勝のほうでもそういった失われたものを名勝として再生するという新

しいそういう状況を考えていただきながら、こちら側の検討委員会のほうからもいろいろなメ

ッセージを出したいと思いますので、ぜひ名勝のほうでもそれをインプットとして受けとめて

いただきながら議論を進めていただければと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、ちょっとまたここに戻ってくることもありといいますか、当然そういうことも念

頭に置きながら、次の⑥の中心市街地・道の駅との連携のあり方、ここのご説明をお願いした

いと思いますので、事務局、お願いいたします。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 それでは６番目の中心市街地・道の駅との連携のあり方についてご説明させていただきます。 

 資料３の29、30ページになります。29ページは、前回説明した内容でございますので、省略

させていただきます。 

 有識者委員会からの意見では、シンボルロード及び川原川の道路軸、また河川軸は、公園と

市街地、海と山をつなぐ上で極めて重要であると。公園や市街地、道路、河川間の連携が必要

であると。また、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
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すべき。また、市街地整備に対しても公園側からの視点として、必要があれば意見すべきとい

ったご意見がございました。 

 また、川原川沿いに緑道が整備できるといい、また護岸形状を公園となじませることが重要

といった意見もいただいております。 

 また、シンボルロードについても、文化的なシンボルロードであってほしいということ。 

 また、駐車場についても、中心市街地の容量分担も考慮して、連携も考慮すべきだと。また、

パーク・アンド・ライドの発想が必要ではないか。市街地の関係の重要性を委員会としても積

極的に意見したほうがいいと。また、協働ワーキングの中で公園と市街地の連続性を形成して、

公園に来る来訪客をいかに中心市街地に誘導するかが大変重要な課題だと。公園につくる施設

と中心市街地での施設の競合によって、中心市街地の来訪者減少を招かないような留意が必要

ではないかという意見もいただいております。これらを踏まえた検討の方向性ですけれども、

中心市街地と公園との連携なのですけれども、これはまさにこのとおり、公園と中心市街地を

結ぶ動線や連続性の確保において、川原川やシンボルロード沿いが大変重要ですので、それの

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、遊歩道を整備していくと。具体的な

空間デザインの方向性については、市の検討状況を踏まえ、専門家との個別協議や空間ワーキ

ングで議論を進めるということにしております。また、道の駅と公園の連携ですが、ここにつ

きましては三陸沿岸地域の観光や津波防災教育の拠点としての交流人口を創出するために、道

の駅の復旧を検討していくということでございます。これも引き続き道の駅の検討状況を踏ま

えて、さらに検討を進めていくということでございます。また、これらを踏まえたゲートや駐

車場の位置なども32ページに、どこを公園の入口に考えていくかということを記しております。 

 また、参考資料ですが、今回の中心市街地と道の駅の連携について、参考資料６、ちょっと

わかりにくい資料で大変恐縮ですが、実は空間ワーキングで公園全体の基本的なあり方のみな

らず、当面市街地整備で緊急的に調整が必要になってくる公園と市街地、またシンボルロード

や河川との取り合いの部分がございまして、ここのデザインをどう処理していくかというよう

な検討も、基本計画の内容の先の内容ではあるのですけれども、ご検討いただいているという

ような状況で、そういった資料も添付しているということでございます。 

 また、中心市街地・道の駅につきましては、市のほうから説明をお願いいたします。 

【中井委員長】 

 それでは、配付資料に基づきまして、中心市街地と、それから道の駅につきましては、市の

ほうからご説明いただければと思います。 

【陸前高田市都市計画課長】 

 それでは、中心市街地の現在の検討状況につきまして、都市計画課、阿部のほうから、配付

資料に沿ってご説明をいたします。 

 これは中心市街地の道路、公園等のデザインについてと記されたものです。本日議会の場で

も議員にご報告をしたものです。 

 資料に沿ってご説明をいたします。 

 高田地区の中心市街地のあり方については、便利で活気ある魅力的な市街地を整備するため

に、これまで商工会等との協議を踏まえながら検討を進めてきたところです。現在かさ上げ部

の盛り土造成工事を本格的に行っているところですが、平成27年度からは津波復興拠点整備事

業区域を中心とする早期整備エリアの道路等の工事に着手する予定となっていることから、今

回そのうち主な道路等を対象としてデザイン等について検討しているところです。 
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 １は、中心市街地の年度別整備スケジュール予定でございます。下の表をごらんください。

早期整備エリアにつきましては、平成27年度の途中から、それ以外のエリアでも平成28年度の

途中から順次建築が着工可能となるよう整備を進めてまいります。 

 ２の高田地区中心市街地の位置ですが、２ページ目をごらんください。この高田地区中心市

街地の位置の特徴でございますが、新しい中心市街地は東側と西側に広がる住宅地、また北側

の高台部につくられる住宅地に囲まれた良好な位置に整備をされます。また、市全体の中心と

して市内各地区と公共交通で結ばれます。中心市街地の南側には、復興祈念公園を整備するこ

とになっており、多くの観光客が期待をされます。また野球場、サッカー場等のスポーツ施設

も中心市街地に近いところでの復旧を目指しているところでございます。まさに新しい中心市

街地は便利で活気ある魅力的な市街地形成のために必要な要素を備えた位置に整備をされるこ

とになります。 

 次に、３、高田地区中心市街地のイメージ図及び各道路の特徴についてご説明いたしますの

で、３ページをお開き願います。イメージ図の中央ですが、ここには日常の買い物等の拠点と

なる大型商業施設を配置したいと考えております。その東側には、市民が日常的に利用する文

化施設、また大きなイベントの開催も可能なイベント広場を、南側には復興祈念公園と連携し

た防災観光の拠点となる、仮称でありますが、震災復興施設などの公共施設を配置する予定で

おります。 

 主な道路や公園の特徴につきましては、左側の囲みの中と、それに対応する図中の番号でご

らんください。（１）、ここは本丸公園通りと呼んでいるところですが、この通りは沿道の建物

と街路が一体となり、歩いて楽しめるにぎわいの軸となる通りとなるよう整備したいと考えて

おります。 

 （２）は、駅前通りです。この通りは、新陸前高田駅、文化施設をつなぐまちの顔として品

格のある通りとなるよう整備したいと考えております。 

 （３）は、シンボルロードですが、この道路は避難の軸となり、防災文化を次世代に伝える

ともに、復興祈念公園と市街地をつなぐ象徴的な道路として整備したいと考えております。 

 （４）は、南幹線です。この道路は、自動車による中心市街地へのメーンアクセス道路とな

る道路であります。 

 （５）は、川原川公園と橋梁についてでありますが、まず川原川公園ですが、この公園は復

興祈念公園と市街地をつなぎ、陸前高田の自然、文化、記憶の継承の軸となる川辺の空間とな

るよう整備したいと考えております。また、南幹線にかかる川原川の橋梁ですが、この橋梁は

復興祈念公園と市街地のゲートとなる象徴的な橋梁となるよう整備をしたいと考えております。 

 ４ページ目、５ページ目は、それぞれの各道路、公園等の特徴を示した平面と断面のイメー

ジですので、後ほどお目通しいただければというふうに思います。 

 １ページ目にお戻りください。今後のスケジュールでございますが、この間も各種団体との

話し合いを進めてきましたが、今後障害者団体等との意見交換も踏まえながらさらに検討し、

工事に向けての設計を進めていく予定としております。今週末に商工会の中心部に出店する予

定の業者さん方の説明会等もありますので、そのことも報告をしていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

 中心市街地は以上でございます。 

【中井委員長】 

 続けて、道の駅もお願いできますでしょうか。 
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【陸前高田市商工観光課長】 

 それでは、道の駅につきまして、商工観光課、村上から説明をさせていただきます。 

 配付資料は、Ａ４判の横、道の駅「高田松原」と左上に書いてある資料でございます。まず、

震災前の道の駅高田松原についてでございますが、この施設は平成３年度に陸前高田シーサイ

ドターミナルとして整備をいたしまして、平成５年度に道の駅の認定を受けたものでございま

す。その後、物産館等を増築し、年間40万人が訪れるにぎわいの場として運営しておりました

が、被災し、現在休止中となっているところでございます。 

 ２枚目、資料の２ページをごらんください。道の駅高田松原の再整備に当たりましては、被

災した三陸沿岸地域における岩手県の南の玄関口として、震災の実情と教訓の伝承、追悼と鎮

魂、三陸の津波防災文化の情報発信とあわせ、震災を忘れず、支援に対する感謝を伝え、国内

外からの来訪者に対応するビジターセンター機能等を備えた広域ゲートウェイとして、また先

ほど市街地のほうの説明をいたしましたが、周遊来訪者を中心市街地へ誘導する拠点として再

整備を進めていきたいと考えているところであります。 

 ３ページをお開き願います。本年８月に道の駅による地方創生拠点の形成、モデル箇所の選

定と総合的な支援ということで、いわゆる重点道の駅の選定による支援制度が設けられました。

その説明資料でございます。道の駅高田松原につきましては、地域外から活力を呼ぶゲートウ

ェイ型に主眼を置きながら、防災教育の拠点としての機能も兼ね備えた施設として申請をして

いるところでございます。 

 １枚おめくりいただいて、４ページをごらんください。本年８月に整備いたしました陸前高

田復興まちづくり情報館についてでございます。被災状況や現在行われている事業の取り組み

状況がパネル展示され、被災した高田松原の松の根の実物が展示されております。開館から２

カ月で7,000人の入場者、これは入館者名簿に記載があった人数でございますが、訪れて、そ

のうちのおよそ９割以上が県外からの来訪者となっております。 

 １枚おめくりください。５ページ目でございますが、同じく８月にオープンした物産販売や

飲食提供を行う一本松茶屋についてでございます。仮設施設として整備してございますが、物

産販売、飲食提供のほか、交流室を設け、津波防災文化の情報発信に努めているところであり

ます。来館者数は約３カ月で２万2,000人、こちらは物産販売のレジ通過者数でございますが、

２万2,000人となっておりまして、市内観光、商工等の情報発信の拠点施設として位置づけ、

市内飲食店や宿泊施設等の案内も行っているところでございます。 

 道の駅高田松原の再整備に当たりましては、国、県、沿岸市町村等と連携しながら、まちづ

くり情報館や一本松茶屋の持つ機能を集約しつつ、震災伝承、復興の核として発展的に進めて

まいりたいと考えているところでございます。 

 以上で道の駅の検討状況について終わります。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、少し意見交換の時間をとりたいと思います。いかがでしょうか。ご質問等でも結

構でございますので。 

 内藤委員、どうぞ。 

【内藤副委員長】 

 ワーキングでも話題になったのですけれども、シンボルロードはそろそろ名前を変えたほう

がいいのではないかと。何のシンボルなのかわからないというか、多分復興の過程で何となく
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そう呼んで今に至っている状況は大体認識しているのですけれども、どこかではっきりちゃん

と考えたほうがいいかなというふうに思いました。 

 それから、もう一つ、市街地の絵が出てきて、ようやくほっとしているというか、ここまで

来たのかという感じもあるのですが、これは余計なお世話ですけれども、ほかの自治体でもで

きるだけ言うようにしているのですが、そろそろこういう絵が出てきたら、ブロック塀はやめ

ましょう、という話をしています。これは、被災後いろいろ回ったときに、ブロック塀の倒壊

が交通阻害を起こしていまして、新しいまちをつくるのだったら、やっぱりブロック塀をなく

して、それが町並みに寄与しているような形になるといいと思っています。私は三陸に来たら

必ずブロック塀はやめましょうということで言っていますので、そういうのをルール化できた

らばいいなと思っています。これは感想です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 市のほうはよろしいですね、今のは。 

 ここは中心市街地なので、余り表に塀が出てくるようなタイプの建物にはならないかなとは

思うのですけれども、考慮していただければと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 篠沢委員、どうぞ。 

【篠沢委員】 

 ２点、今のブロック塀のお話なのですけれども、先ほどの説明に盛んに防災文化というお話

があって、防災文化というのは何だろうなというふうに思っていたやさきに、今のブロック塀

の内藤先生のお話を聞いて、まさにブロック塀を使わないまちづくりが今後の防災文化なのだ

くらいにきちっと言っておいたほうが、周辺住宅地も含めて、なぜ使ってはだめなのというと

きに、そこが経験から生きているのだよというふうなのがいいのかなというふうに私も感想を

持ちました。 

 もう一点は、道の駅高田松原の復旧についてなのですが、これはどういった位置で、どうい

ったボリュームでというのは、今後の検討になるのでしょうか。公園側で道の駅との関連を考

えていくために、諸条件を少し現時点でお聞かせいただけるのがわかれば非常に助かるのです

けれども。 

【中井委員長】 

 では、村上さんからでいいですか。それとも、事務局から。 

【陸前高田市商工観光課長】 

 それでは、私のほうから。 

 設置の場所ということでございますが、今現在こういう検討をされている中にあっては、公

園内の、しかも被災した旧タピック45が震災遺構でありますから、こちらに隣接したエリアに

再整備できればというふうに市としては考えているところでございます。今国と県と一緒にな

ってどういった内容の整備をするかと、一緒に整備できるものはどういったものかというよう

な検討を重ねておりますので、重点道の駅の中の検討とあわせまして、さまざまな支援内容と

あわせ、検討していきたいと考えておるところであります。 

【中井委員長】 

 復旧なので、基本は原位置ということだと思うのです。ただ、駐車場とかは、公園で駐車場

をつくって、道の駅で駐車場つくっても重複するので、そのあたりはこれからの調整事項とい
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うことなので、規模はまだこれからなのではないでしょうかね。 

 ほかはいかがですか。 

 池邊委員、どうぞ。 

【池邊委員】 

 先ほどの内藤先生のお話とも関連するのですけれども、広場のほうもせっかくいろんな祭り

がありまして、どちらかというと辻というような感じだと思うので、町なか広場というような

言葉で使うのか、辻というか、やはり由緒正しき場所なので、そういうものにしていただけれ

ばいいのかなと思っております。 

 私はここに市と市神様が出てきて、とてもほっとしているのですが、その前に大型商業施設

と駅前通りがあると。その奥に本丸公園があると。この辺で、中井先生がやっていらっしゃる

ので、とても安心はしているのですが、ぜひとも景観計画上、この大型商業施設などにも、特

にそれほど宣伝しなくてもここにありますから必ず集客はできるはずですので、やはり景観上

本丸公園の前にあり、その奥には震災前のまちの面影をせっかく再現するような風格のあると

ころの一角で、また祭りのときには七夕のときに使うようなものの後ろにあるということで、

ぜひ色彩や広告物、そういうものについて誘致のときからお願いしていただけるようにお願い

したいと思います。 

 以上でございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 五味委員、どうぞ。 

【五味協働デザインワーキンググループ委員】 

 確認というか、質問というかなのですけれども、中心市街地のイメージ図の中に震災復興施

設というのが記載されていて、この中身がやはりすごく気になるところです。公園の中にそれ

に近いような役割を持つ施設ができるのかどうかというところもありますが、そのあたりにつ

いては、その後まだそんなに具体的には話が進んでいないというふうに考えてよろしいでしょ

うか。先ほど、陸前高田復興まちづくり情報館のほうが既に仮の施設としてできているという

話がありましたが、それに近いものをイメージされているとか、あるいは全然違うものを考え

ているのかとか、その辺もし何かあれば教えていただければと思いますが。 

【中井委員長】 

 それでは、これは久保田副市長からお願いします。 

【久保田行政委員代理】 

 今のご質問の震災復興施設という町なかの方のご質問だと思います。これについては、位置

はこうやって書いてあるのですが、中身はまだこれからの議論ではあるのですけれども、一応

私どもとして今アイデアとしてありますのが、一本松関係のさまざまなものがあるのです。さ

まざまなものというのは、例えば一本松の根っこというのがまずあります。これは、一本松そ

のものを保存する過程で根っこは取り出して、これはかなり大きなものなのですけれども、今

は別の場所に保管をしているというものがありますし、それから一本松をモチーフにしたさま

ざまな絵画作品とかいろんなものが、実はこれは数えたことないのですが、何百点も寄贈いた

だいています。ですから、１つのアイデアとして一本松にまつわるようなものを集めるという

のがあるのかなと。 
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 公園のほうの伝承的な施設があるとすれば、そっちには被災状況とか、そこからの復興の様

子とか、そういったものを中心にやっていくのが役割分担的にはいいのではないかと、今考え

ているところです。いずれ検討はこれからというところでございます。 

【中井委員長】 

 五味委員、よろしいですか。どうぞ。 

【五味協働デザインワーキンググループ委員】 

 一本松に関することということが挙げられたのですが、個人的なことを申しますが、やはり

ここを、陸前高田に来られた方がどうしてもそこを見ないと帰れないというぐらいの施設にぜ

ひしていただければというふうには思っております。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 最初のほうの資料の意見の欄にもありましたけれども、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とあって、全くそのとおりというか、

ごもっともなご意見で、陸前高田はコンテンツは多分物すごくたくさんあると思うのですけれ

ども、何か片方を見たらもうそれで終わりましたというふうにならないように、ぜひうまく、

当然中心市街地から公園のほうにどう人を流していくかと、その逆の動きもどうやってつくる

かというようなのも関連する事項として出てきますけれども、ぜひそこはこれから考えていた

だければと思います。 

 内藤先生。 

【内藤副委員長】 

 根本的な話なので、後で言おうと思ったのですけれども、ワーキングに参加している立場か

ら、いわゆる式典と国営祈念公園はペアというか、マストなのかどうかという話が実はあるよ

うな気がずっとしているのです。その辺を次回でもよいので教えてもらいたい。マストなのか、

可能性として考慮する余地があるのか。要するに式典というとかなりの人数が集まる前提で避

難の問題も出てくるのだけれども、閣議決定のこの文書を読むと、式典をやるとは書いていな

い。要するに追悼、祈念をするというふうに書いてあるので、もし分けられるのだったら、そ

れは計画の自由度とかを格段に上げるので、その辺を、今答えるのは無理かもしれないけれど

も、教えてもらえたら篠沢先生も助かるのではないかというふうに思います。 

【中井委員長】 

 これは事務局なのか、復興庁でしょうか。 

 五十嵐さんから手が挙がっています。 

【五十嵐行政委員代理】 

 私もワーキングに出ていて、内藤先生からご質問をいただいていて、重い宿題になっている

なと思っているのですけれども、何しろ初めてのことなので、どういう式典をやるかというル

ールが先例、我々がいつも言う前例、先例がありません。なので、今のお話も受けてお答えを

するとすると、この復興祈念公園でやる式典の形というのはこういうものを想定しましたとい

うことを少しご議論いただいてもいいのではないかと思っています。何万人もが公園に集まっ

てというものも一つあるでしょうけれども、どこかで式典のようなものをやって、そこへ行っ

て皆さんがお祈りをするというスタイルがあっても構わないと思っているので。と言いつつ、

一方でいろんな先例はあるので、それは私どもたくさん集めてまいりますので、１回ワーキン

グでご議論いただきたいというふうに思います。 
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【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 これは、地元の方というか、被災地の方がどのようにお考えになっているかという、ここの

議論だけではなくて、それも大事なので、少し時間をかけて、本当は議論しないといけないこ

となのだけれども、篠沢先生、どうぞ。 

【篠沢委員】 

 式典のイメージについても少し練りつつあって、ただ１つネックがあったのは、分散開催み

たいなのが可能なのかという話がありました。その場合に、例えば皇室の関係の来賓があった

場合に、分散を想定するのは無理だろうということがあって、そこら辺が私たちのほうで前例

がないものをイメージしてつくっていいのか、それとも国の国営施設として通常の追悼施設と

してはこれぐらいの品格を持つべきだということであれば、そのボリュームを前提に考えなけ

ればいけないので、非常に悩んでいるところであります。 

 あとワーキングが数回ありますので、その間に少しその方針を立てようと思っています。 

【中井委員長】 

 少しいろんなシナリオというよりは、いろんなＡ案、Ｂ案、Ｃ案というような形で、やっぱ

り検討していただくしかないと思うので、ぜひ残りのワーキング回数はそう多くありませんけ

れども、ぜひよろしくお願いできればと思います。 

 ほかにこの中心市街地との連携関係ではいかがでしょうか。 

 私が調整役なので、私がコメントするのはやや変なのですけれども、ちょっと今までお話が

出てこなかったところで、１つは、参考資料のほうが詳しいのかもしれませんけれども、公園

と中心市街地のつなぎのところですね、ここは川原川の沿川公園というような形になっている

のですけれども、平面というか、図面で見ると平たく見えるのですけれども、実は物すごく立

体というか、高低差があって、なかなかここのしつらえは相当うまくやらないとぷっつりと切

れてしまうということなので、やや先走りますけれども、ここのデザイン検討は、きょうも少

し資料出ていますけれども、しっかりとやっていただきたいというのが１つと、それからきょ

う市のほうから中心市街地のイメージ図というのを出していただいていますけれども、これは

一遍にばんと全部できるわけではなくて、順番にできていきますし、あるものはなかなかでき

ないというようなものがあるかと思うので、少しそういう事業の順番とか、あるいはこの辺は

早く、この中心市街地は全般的に早く建物を立ち上げたいという意図はよくわかるのですけれ

ども、その中にも多分ばらつきがあるので、少しそこを意識しながら公園とのつながり等々を

考えていただければと思いますので、この図もまだ少し流動的なところがあると理解していま

すけれども、よろしくお願いできればと思います。 

 それでは、もう一つ、協働の話が⑦として残っておりますので、⑦、多様な主体の参加・協

働と交流のあり方について、まずは事務局のほうからご説明をお願いできればと思います。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 多様な主体の参加・協働と交流のあり方でございます。33、34ページ以降でございます。 

 これは、専ら協働ワーキングを設置し、検討していこうと、このワーキングを設置して議論

することからがまず参加的なところがございまして、そこでさまざま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おいて地域との連携体制をつくっていこうというよう

なことです。また、その際に基本計画、この段階でも協働ワーキングは開催しているのですけ

れども、それだけではなくて広く市民に参加・協働いただくための市民懇談会の開催なども検
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討を進めてまいりたいと考えております。 

 詳細は、きょう五味先生に来ていただいていますので、先生から今の協働ワーキングの状況

などをご報告いただければと思います。 

【中井委員長】 

 では、よろしくお願いします。 

【五味協働デザインワーキンググループ委員】 

 それでは、協働ワーキングの検討状況を紹介させていただきます。 

 これまで、既に紹介ありましたように３回のワーキングを開催しておりました。思惑として

は、最初から協働のあり方みたいなことを議論したいということで始めようとしたのですが、

メンバーの方々、地元の方々が、やはりその公園というものはどういうものか、どういう前提

でどのくらい話が出ているのかということに関して、皆さんが情報をそれほどお持ちでなかっ

たということもありまして、その辺の共通認識を得ないと話がなかなか進められないというよ

うな印象を、第１回のワーキングのときにメンバーの方々が多分それぞれ実感されたという感

じでした。そのことも踏まえて、少し時間をとって、有識者会議であったりとか、空間ワーキ

ングにおける検討状況について詳しく説明をしていただいて、それに基づいて意見交換とかア

イデアを出していただくというプロセスを、１回半ぐらいの時間をかけて行いました。それで、

先ほど祈りの方向の話を紹介申し上げましたが、例えば追悼と鎮魂の空間の向きとか配置、そ

れから式典は本当にそこでやるのか、あるいは式典をやるとしたときの課題であるとか、安全

性とか、それから避難のあり方、さらには中心市街地への動線、連続性、それから伝承施設と

ほかの同種施設の役割分担といいますか、市街地にできるものと公園の中にできるかもしれな

いものとの役割分担のあり方であるとか、そういったことについて、かなりの質問や意見が、

やはり地元の住民の方々、あるいは被災経験者ならではの意見がたくさん出されたのかなとい

うように思っております。それらの意見については、空間デザインワーキンググループのほう

に集約してお伝えしていただき、原案をつくる上での参考にしていただいているというのは、

これまでのきょうの会議の中でもたびたび紹介されているところでございます。 

 そのようなプロセスを経て、メンバーの方々の間に少しずつイメージが共有されてきたとい

う感じがありまして、今後このワーキンググループで一体どこを目指すのかということに関し

ても―少々わかりにくいところもございますのですが―、かなり共有できてきたのかなと。そ

れから、雰囲気もやわらかくなってきているなというように個人的には実感しております。 

 第２回目のワーキンググループの後半あたりから、将来の公園利用のイメージ、公園ができ

た後でどういうふうに使っていくか、そしてつくりながら使っていくのか、あるいはそこでど

ういうふうな形で協働していけるのかということに関する議論を具体的に行うようになってま

いりました。それで、例えば公園内の各エリアで考えられる利用のあり方とか利用主体といっ

たものに関して、その候補、そういったものがさまざまに挙げられて、たくさん出てきたもの

ですから、それらを少し整理しようということで、資料の35ページ、36ページにありますよう

に、２つの軸、すなわち維持管理と利活用という軸、つまり公園を維持管理していくという面

と、より積極的に活用していくという面からなる軸、それから市外の人たちとの交流という面

と地域の中での利用という面からなる軸という２つの軸を設定しまして、それらの中でたくさ

ん出されたアイデアというか、意見を位置づけてみたと。この中で、第１象限、第２象限、第

３象限、第４象限とあるわけですが、例えば赤い枠が震災後始められている取り組みであった

りとか今後考えられる取り組みです。それから青い枠が従来からあった取り組みというものを
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表現しておりますが、やはり第３象限とか第２象限あたりが少し弱いのかなというようなこと

もあって、この辺でアイデアをさらに出していければいいのかなというように考えております。 

 今後の方針としまして、最後の37ページになりますが、多様な主体が参画して協働していく

ということを目指すにあたって、やはりある程度共通の目標であったりとか、基本方針みたい

なものがなくてはいけないだろうということで、既にそういったことに関しても検討の中でい

ろいろなご意見が出されております。それらを最終的には整理して、幾つかの基本方針として

まとめていくということで、これはまだ完全に合意がとれているわけではありませんが、イメ

ージみたいなものが共有されつつあるのかなと思っております。 

 それから、実際これからかかわっていただけるような多様な主体というようなものの候補の

洗い出しもこれからしていくことになるのだと思いますが、その際どういう形でそれらの主体

が協働していけるかという基盤、その仕組みについても議論していくということになろうと思

います。既にちょっと具体的にこういう団体だったら、あるいは組織だったらかかわれるので

はないかというような、これはまだメンバーの方々でそれぞれ勝手に候補を挙げている段階で

すけれども、そのリストも100以上の組織、団体名が挙がっているというような形で、今後さ

らにそれらを洗練させていくということになろうかと思います。 

 以上です 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、⑦、多様な主体の参加・協働と交流のあり方でご意見、ご質問ございましたらお

願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 本多委員、どうぞ。 

【本多委員】 

 私からは、意見ということではなくて、先ほど来、お話ししておりますけれども、情報とい

うことでお話しいたします。 

 過日、陸前高田市の広報紙が創刊号から見つかりまして、紙面をたどってみましたところ、

昭和30年以降高田松原の松の植栽を行っている記事が３編ほど掲載されておりました。昭和34年

４月15日にクロマツとアカマツ1,400本が植栽されております。この時は、ちょうど皇太子、

現天皇陛下のご成婚の春ということで、その記念として植栽しております。300本は天皇陛下

からのご下賜によるものと記されておりました。 

 それから、昭和45年５月７日にクロマツとアカマツ600本が植栽されております。これは岩

手国体の開催を記念して県の緑化推進協議会高田支部が中心になって植栽しているようです。

さらに、昭和46年の４月16日には、これもまた緑化推進の関係で、クロマツが450本、アカマ

ツが110本、計560本の松を植栽しているという記事が掲載されておりましたので、過去におい

ても関係機関・団体による植樹活動が活発に行われていたことがわかります。勿論、子供たち

も関わっていたと思いますので、このような事実があったということをお知らせしておきたい

と思います。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 情報提供ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。 

 池邊委員、どうぞ。 
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【池邊委員】 

 これは今後の話なのですけれども、今五味委員のほうから既に100以上の団体がいろいろな

潜在的にもおありあるというお話で、今はデザインワーキングとして機能しているのですけれ

ども、だんだんとこれが具体的な植樹祭をやったりとか、そういう準備でどこかに、既に市街

地のほうでどこかで植えたりとかという具体的な活動をやったりするような形に広がっていく

と思うのですけれども、その際に最終的な管理者のほうとしての、これ国の部分と県の部分と

あるので、指定管理者のような形でどういうふうにこういう方々に集まっていただいたものを

受け入れていけるのか。せっかく盛り上がったものが、最後の段階でシュリンクしてしまうと

いうことは絶対避けなければいけないですし、陸前高田の活性化の一番の核となる今のグルー

プになるかと思いますので、ぜひともうまく育てられるような受け入れ態勢のほうを県と国の

ほうで考えていただけたらと思っております。 

【中井委員長】 

 大分先の話ではありますけれども、非常に重要な、大事な点だと思いますが、事務局のほう

で、そこの管理者の話については何か整理はもうできているのでしょうか、まだこれからとい

うことですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 基本的には、県の公園の中に国の施設ができるわけなのですが、もとより一体的に効率的に

管理していくということを想定しておりますので、国は国、県は県でそれぞれというパターン

とか、また委員会でも議論があったのですが、県の公園で何かやるには大船渡土木にお伺い立

ててみたいな形はよくないよねという話はやっぱり出ておりますので、その辺の将来的な体制

も見据えながら今ワーキングをやっておりますし、広田先生もそういう認識でおられるかと思

います。 

【中井委員長】 

 これだけ広大な公園なので、そういったいわゆるかたいほうの管理の仕組みね、そこも少し

これまでと違って知恵を絞っていただかないといけないところが出てきそうな気はしますね。 

 ほかはどうでしょう。 

 篠沢委員。 

【篠沢委員】 

 36ページの図を拝見しながら思ったのですが、例えば右上のピンクの赤い部分、交流と利活

用を促進するようなイベント、これを受け入れる公園施設は何か、例えばビジターセンターの

ようなもの、あるいは左側上、交流と維持管理を一緒にやっていくような、ここの真ん中の大

きい枠の中の中心近くにラボ活動みたいなのがありますけれども、ラボのようなもの、あるい

は左下ですね、地域の日常の方が管理をされるような管理小屋というか、清掃道具が入ってい

るようなもの、そういったものも多分これから公園施設を考えていくときに、先ほどＡ、Ｂ、

Ｃ案で黄色い建物がぽこっと建ちましたが、ああいったもののご提案をいただけると、なるほ

ど、この位置にはこのピンクに関連するこういう施設を置ければいいなというふうに、協働と

の連携が空間でもとれてくると思いますので、またよろしくお願いいたします。一緒にやりま

しょう。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 ほかいかがでしょう。大体よろしいでしょうか。一当たり①から⑦まで、現在まで検討が進
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んだところについてご意見をいただいたかなと思います。私が特にきょうはまとめるというこ

とでもないのですけれども、１つは両ワーキンググループの間の連携を、終わりといいますか、

取りまとめの段階に進むに従って一層強めていただければというのが１つきょう出てきたお話

かなと。それから、この部屋にご参加の方はもう皆さんご理解されていると思いますけれども、

この事業は大変な大事業でございまして、公園としては多分こんな大事業はちょっと見たこと

がないというぐらいの大事業だと思います。いろいろな立場の方がそれぞれの立場でご協力い

ただかないとなかなか前に進まないということで、従来であればそこでとまってしまうような

ことも何とかそれを乗り越えていかないと、これだけの大事業はうまくいかないということで

ございますので、ぜひこのようなテーブルをつくって、ここで協議するというのも一つのそう

いう方法なのですけれども、それぞれ協議調整たくさんあると思いますので、そこのところで

ぜひ皆さんご協力をいただければと思いますので、私からもぜひよろしくお願いを申し上げる

ところでございます。 

 それでは、基本計画の構成というのだけちょっとご承認といいますか、ご確認をいただいて

おかなければいけませんので、ちょっとそれを簡単にご説明いただけますか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 資料４でございます。基本計画の構成（案）についてご説明いたします。 

 最終的にこの委員会は、基本計画の検討委員会でございますので、年度内にこれを固めると

いうことがミッションでございます。基本計画の構成（案）で１から７まであるわけでござい

ますが、１、計画の前提条件、２、対象地域の概況、３、計画目標、こういったところは実は

昨年度、今年度にもまたがりましたが、基本構想に大体書かれてございますので、これをもと

に簡略化するような形で書いていきたいと思います。 

 本日ご議論いただいたような内容、主に４の計画の基本的事項で、１から７まで、まさに本

日ご議論いただいた内容でございますが、これを今回の議論を踏まえて、さらにちょっと詰め

た形で基本計画という形の文書にしていきたいと考えております。これを受ける形で、５に空

間構成計画である程度の配置計画とか主要施設といったものを入れてまいって、また６の管理・

運営方針で先ほどワーキングの議論がございました今後の管理運営の方針や体制といったもの

を位置づけていくということです。１ページにありますとおり、緑囲いのところは全体が有識

者委員会で、空間構成計画は特に空間ワーキングで、また管理・運営方針は協働ワーキングの

ほうでの検討成果を基本に構成していきたいと考えております。 

 次ページ以降は、それをさらに詳細にしたようなものですので、説明のほうは省略させてい

ただきます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 今年度末を目標に、最終的には基本計画という形で取りまとめたいわけですけれども、その

際の基本的な構成案ということでございますので、一応ご確認いただければと思います。 

 次回は、これに沿った形でかなりのものが出てくるという理解でよろしいですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 それで、いきなり委員会に出すのではなくて、やはりこれまでもご指導いただいているので

すが、引き続き個別の、例えばこの項目はというような形でご指導いただきながら、またきょ

う道の駅の話も出ましたが、並行して進捗していくところもありますので、それも随時盛り込

みながら整理してまいりたいと考えております。 
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【中井委員長】 

 それでは、今後の話にもなりましたので、今後のスケジュールについてご説明をお願いでき

ればと思います。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 また資料２のほうに戻っていただければと思います。今後のスケジュールです。 

 今のところ決まっているのは、12月10日の第４回協働ワーキングをまた陸前高田市で、また

年明けにも第５回協働ワーキングをやっていく予定です。また回数がふえるかもしれませんが。 

また、空間ワーキングも年明け１月ごろ、２月ごろ、東京でやる予定でございますが、開催を

計画しております。 

 このほか適宜必要に応じてということでございますので、基本計画案を練りながら、ちょっ

と個別協議もさせていただきまして、また地元説明会も２月ぐらいにはやりたいなと思ってお

りまして、そういったもの、もろもろを受けた後に、年度末、３月ごろには第３回有識者委員

会で基本計画（案）を出し、その後パブリックコメントを受けて基本計画を公表し、また事業

化を図っていくというようなことです。 

 以上でございます。 

【中井委員長】 

 それでは、ただいまのスケジュール、それからその前の基本計画の構成について、何かご意

見等はございますか。 

 内藤委員。 

【内藤副委員長】 

 構成は全体こういうことだろうと思っているのですが、非常に先進的なプロジェクトでもあ

るので、冒頭に僕は理念というのが来るべきだと思っています。これは中井先生が書くのがよ

いと思います。閣議決定でも非常に簡潔に趣旨を述べられていますので、やはりここでもそれ

を受ける形で理念が冒頭に来るべきかなというふうに思います。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。それはちょっとまた、基本構想も前文みたいな感じで何か書きまし

たよね。そういうのがあったほうがいいかもしれないですね。検討いたしましょう。 

 ほかには何かございますか。もしなければ、本日の有識者委員会はここまでとさせていただ

ければと思います。検討を精力的に進めていただいておりますけれども、繰り返しになります

けれども、まだまだ検討しないといけないこともかなりございますので、それぞれのワーキン

グの皆さん、それから個別協議になった際には協議の関係の皆さん、どうぞよろしく検討のほ

うを進めていただければと思います。 

 久保田さん、市のほうから、それでは最後に。 

 

４４４４．．．．そそそそ    のののの    他他他他    

 

【久保田行政委員代理】 

 最後に、お礼を一言言わせてください。 

 本日は、当陸前高田市までお忙しい先生方、また本日雨で非常に足元も悪い中、駆けつけて

この議論をしてくださり、本当にありがとうございました。地元開催ということでございます

ので、本来戸羽市長が出てくるべきということで、何でいないのだということでご疑問をお持
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ちの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、本日安倍首相が午後いらっしゃっておりまし

て、首相というよりは自民党の安倍総裁ということだと思いますけれども、市長はその関係で

出ておりましたので、代理で大変失礼申し上げました。冒頭閣議決定のご報告をいただきまし

たけれども、戸羽市長からもくれぐれも皆様にお礼をよくよく申し上げておいてくれというふ

うに言われました。２年半前、市民の署名集めから、この防災メモリアル公園の件については

こちらのほうで誘致活動というか、そういうものを始めてきたわけなのですが、こうやって本

当に一歩一歩進んでいるということで、市民にとっても本当に期待の持てる事業だということ

で、楽しみにしているかと思います。 

 今後とも私ども、皆様方のご指導を賜りながら復興事業、それからこの公園の実現に向けて

努力してまいりますので、どうぞご指導のほどよろしくお願いいたします。どうもありがとう

ございました。 

【中井委員長】 

 副市長、ありがとうございました。 

 それでは、進行を事務局にお返しいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長補佐】 

 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。 

 

５５５５．．．．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２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。ありがとうございました。 

（午後 ４時０３分） 


