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（（（（１１１１））））検討検討検討検討のののの経緯経緯経緯経緯

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き、今後の展開の作戦を練る

○NPO、商工、観光、スポーツ等の分野で活躍する市民、有識者等（男性7名/女性2名）で構成

○他公園における協働の事例を示しつつ、公園に期待すること等について、フリーに意見

交換

⇒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

○空間WGの検討状況等を踏まえつつ、公園の利活用アイデア等について、意見交換

⇒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が出された

第４回（第４回（第４回（第４回（H26.12.10H26.12.10H26.12.10H26.12.10））））

第５回（第５回（第５回（第５回（H27.1.29H27.1.29H27.1.29H27.1.29））））

第２回

有識者委員会

で報告済

○前回までに出された利活用のアイデアを踏まえ、協働のアイデア等について意見交換

⇒多様な主体の参加、植栽等の維持管理、情報発信、運営の質の向上等をテーマとして

さまざまな意見が出された

⇒これまでの意見を中間総括し、協働の基本的な目標や方向性のイメージを共有化した

○公園の管理運営に参加が期待される団体やキーパーソンをリストアップ

⇒市内外を問わず、100を超える団体・個人がリストアップされた

○公園の利活用に関するアイデア等についてワークショップ形式で検討

⇒さまざまなジャンル、季節にわたる利活用のアイデアが出された

○短期的に目指すことが考えられる協働の取り組みを中心に意見交換

⇒現在の協働WGの発展の仕方、公園整備計画の検討とリンクした協働のあり方等につい

て意見が出された

第６回（第６回（第６回（第６回（H27.2.26H27.2.26H27.2.26H27.2.26）））） ○協働の目標・基本方針や取り組みの方向性、公園の供用開始を見据えた段階的な協働

の仕組みづくり(特に来年度に向けた検討体制)について意見交換

⇒検討成果について(2)で説明

今回

有識者委員会

で報告

第１回有識者委員会

第１回空間ＷＧ

第２回空間ＷＧ

第２回有識者委員会

第３回空間ＷＧ

空間ＷＧ(持ち回り)



年度年度年度年度

まちづくり・復旧事業等のまちづくり・復旧事業等のまちづくり・復旧事業等のまちづくり・復旧事業等の

スケジュール（予定）スケジュール（予定）スケジュール（予定）スケジュール（予定）

公園整備のスケジュール公園整備のスケジュール公園整備のスケジュール公園整備のスケジュール

（予定）（予定）（予定）（予定）

協働体制の構築協働体制の構築協働体制の構築協働体制の構築

公園計画・設計・整備の段階公園計画・設計・整備の段階公園計画・設計・整備の段階公園計画・設計・整備の段階 管理運営管理運営管理運営管理運営

Ｈ２５Ｈ２５Ｈ２５Ｈ２５

基本構想基本構想基本構想基本構想

・理念、テーマ、基本的方針等

Ｈ２６Ｈ２６Ｈ２６Ｈ２６

基本計画基本計画基本計画基本計画

・空間構成、動線

・導入施設の内容・規模設定

・景観・環境保全・管理運営等

Ｈ２７Ｈ２７Ｈ２７Ｈ２７

Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８

Ｈ２９Ｈ２９Ｈ２９Ｈ２９

Ｈ３０Ｈ３０Ｈ３０Ｈ３０

Ｈ３１Ｈ３１Ｈ３１Ｈ３１

Ｈ３２Ｈ３２Ｈ３２Ｈ３２

Ｈ３３Ｈ３３Ｈ３３Ｈ３３

～～～～

協働デザインワーキング協働デザインワーキング協働デザインワーキング協働デザインワーキング

ワークショップワークショップワークショップワークショップ

等の開催等の開催等の開催等の開催

空間、活動、

管理運営等

建設時の建設時の建設時の建設時の

イベント開催イベント開催イベント開催イベント開催

・イベントへの

市民参画

公園に対する公園に対する公園に対する公園に対する

愛着の醸成愛着の醸成愛着の醸成愛着の醸成

空間デザイン検討への参考意見

①利活用アイデアの洗出し

②管理運営の中心的担い手の抽出

始動期始動期始動期始動期

試行期試行期試行期試行期

確立期確立期確立期確立期

・関係者の出会い・関係者の出会い・関係者の出会い・関係者の出会い

・興味の醸成・興味の醸成・興味の醸成・興味の醸成

・参加へのきっかけづくり・参加へのきっかけづくり・参加へのきっかけづくり・参加へのきっかけづくり

・仮の協働体制の組織化・仮の協働体制の組織化・仮の協働体制の組織化・仮の協働体制の組織化

・活動の試行・活動の試行・活動の試行・活動の試行

・・・・体制の確立を目指した組織の体制の確立を目指した組織の体制の確立を目指した組織の体制の確立を目指した組織の改善改善改善改善

防潮堤・防潮堤・防潮堤・防潮堤・

松原等松原等松原等松原等

区画整理区画整理区画整理区画整理

中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地

災災災災 害害害害

公公公公 営営営営

防災集防災集防災集防災集

団移転団移転団移転団移転

入居

工事

調査

設計

工事

住宅

再建

中

心

市

街

地

順

次

着

工

具体的活動の開始具体的活動の開始具体的活動の開始具体的活動の開始

工事

設設設設 計計計計

国営施設及び周辺の一部国営施設及び周辺の一部国営施設及び周辺の一部国営施設及び周辺の一部

区域の供用開始（予定）区域の供用開始（予定）区域の供用開始（予定）区域の供用開始（予定）

順次着工順次着工順次着工順次着工

（残土仮置き等が終了

したエリア等から）

順次供用順次供用順次供用順次供用

住宅・

商業施設再建

多様な主体による

多彩な利活用

個別テーマ

の設定

モデルテーマを核と

した組織展開の検討

取組んでみたいこと、取組んでみたいこと、取組んでみたいこと、取組んでみたいこと、

取組みしやすいことを検討取組みしやすいことを検討取組みしやすいことを検討取組みしやすいことを検討

防潮堤

・水門

工事

高田

松原

防災林

造成

岩手国体岩手国体岩手国体岩手国体

市街地や

主な道路などが概成

松林

保育

東京オリンピック・パラリンピック東京オリンピック・パラリンピック東京オリンピック・パラリンピック東京オリンピック・パラリンピック

発災発災発災発災10年年年年

ラグビーワールドカップラグビーワールドカップラグビーワールドカップラグビーワールドカップ

・組織体制（参加メンバー）・組織体制（参加メンバー）・組織体制（参加メンバー）・組織体制（参加メンバー）

・事務局（コアメンバー）・事務局（コアメンバー）・事務局（コアメンバー）・事務局（コアメンバー）

・事業内容や規模（予算）・事業内容や規模（予算）・事業内容や規模（予算）・事業内容や規模（予算） 等等等等
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（（（（２２２２））））検討状況検討状況検討状況検討状況

１）公園整備のスケジュールと協働の“しかけ”づくり
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（（（（２２２２））））検討状況検討状況検討状況検討状況

２）公園の供用開始までの段階的な協働のしくみづくり（イメージ）

始動期始動期始動期始動期：：：：H27H27H27H27～～～～28282828 試行期試行期試行期試行期：：：：H29H29H29H29～～～～30303030 確立期確立期確立期確立期：：：：H31H31H31H31～～～～32323232 本格的組織の始動本格的組織の始動本格的組織の始動本格的組織の始動“準備会”の設立“準備会”の設立“準備会”の設立“準備会”の設立“協働“協働“協働“協働WG”の発展”の発展”の発展”の発展

【【【【主たる事務局主たる事務局主たる事務局主たる事務局】】】】 岩手県岩手県岩手県岩手県

((((仮称仮称仮称仮称))))
協働体制協働体制協働体制協働体制
検討検討検討検討WGWGWGWG

((((仮称仮称仮称仮称))))親委員会親委員会親委員会親委員会

((((仮称仮称仮称仮称))))
設計設計設計設計WGWGWGWG

企画立案・開催
管理運営・協働面

の検討成果

○協働WGメンバー有志

○学識者

○管理運営に興味を持つ主体

○関係行政機関(国・市）

情報共有

個別テーマワークショップ個別テーマワークショップ個別テーマワークショップ個別テーマワークショップ

○個別テーマ（例：スポーツ、植栽、市街

地との連携 等）について、空間や活動、

管理運営の面から意見交換。

○参加者は公募（管理運営への参加が

期待される主体には直接声かけ）。

基本設計

(案)

空間に関

する意見

((((仮称仮称仮称仮称))))
準備会準備会準備会準備会

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター候補候補候補候補
（将来的に組織運営の

中核を担うことが

期待される組織・人材）

国国国国

市市市市

行政

【公園管理者】

県県県県

市外団体含む市外団体含む市外団体含む市外団体含む

試行的

実行組織

段階的に参加

組織数を拡大、

個々の活動を

活発化

【【【【主たる事務局主たる事務局主たる事務局主たる事務局】】】】

岩手県岩手県岩手県岩手県

試行的

実行組織

試行的

実行組織

指定管理団体指定管理団体指定管理団体指定管理団体

基本的な維持管理

管理運営活動

((((仮称仮称仮称仮称))))
円卓会議円卓会議円卓会議円卓会議

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター

サポート企業

協賛金・人的支援

公園の基本的な維持管理を

担う団体（NPO、民間企業等）

円卓会議を

運営する

中心人物

指定管理委託

国国国国

市市市市

行政

【公園管理者】

県県県県

管理運営

参加主体管理運営

参加主体
管理運営

参加主体
管理運営

参加主体管理運営

参加主体管理運営

参加主体

○現在の協働WGを中心に活動を展開させた

「(仮称)協働体制検討WG」を設置。

○参加者公募により個別具体の検討を行う

「個別テーマワークショップ」の企画立案や、

将来的な公園管理体制の構築に向けた検

討等を行う。

○供用時の組織化に向け、具体的に公園の

管理運営に参加することが期待できる「実

験的組織」と「関係行政機関」が参加した

「準備会」組織に発展。

○将来的に組織運営の中心を担う人材につ

いても、この段階から発掘、参加を促す。

○供用後の公園の整備、管理、運営に関す

るさまざまな事項を協議・決定する場として

として「(仮称)円卓会議」を設立。

○公園の維持管理や運営に直接的に参加・

関与する行政機関、団体・市民等で構成。

○公園の基本的維持管理を担う指定管理団

体も参加
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（（（（３３３３））））検討検討検討検討のののの総括総括総括総括（（（（協働協働協働協働によるによるによるによる管理運営管理運営管理運営管理運営のののの基本的方向性基本的方向性基本的方向性基本的方向性についてについてについてについて））））

協働による管理運営の基本的考え⽅

地域コミュニティや市⺠と⾏政の絆の強化に
寄与する公園づくり

復興まちづくりと連携してにぎわいと交流をもたらす
持続的な公園づくり

計画・設計段階からの多様な主体と連携した
管理運営体制づくり

○公園の計画・設計段階から、市民や地域団体などが主体的に参

加できるしくみをつくり、公園の供用開始時には多様な主体と連携・

協働した管理運営体制を構築する。

○また、本公園の利用や管理運営を通じて、市民や地域団体のみな

らず、震災を契機に生まれた市外、さらには県外・国外の団体など

とのつながりの継続・発展を目指す。

○多くの来訪客が期待される本公園内の「奇跡の一本松」や「追悼・

祈念施設（仮称）」や「道の駅」、中心市街地が一体となってにぎわ

いと交流を創出する。

○また、市街地側の取り組みとも連携し、公園完成後も継続的に新

たな利活用を創出し、何度も行きたくなる、持続的な公園づくりを目

指す。

○公園の利用や、公園の管理運営活動への参加を通じて、震災後

の地域コミュニティの絆を深め、さらには“ふるさと”に対する愛着の

醸成を図る。

○同様に、本公園の管理運営活動を通じて、市民と行政、あるいは

地域や世代を越えた連携や信頼関係を強化する。

◇地域が愛着を持てる、市街地と一体感と連続性のある公園づくり

◇公園、道の駅来訪客を中心市街地へ誘引できるしかけづくり

◇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

①にぎわいの再生・愛着の醸成

◇「松原公園」を知らない世代を作らないための段階的な供用開始

◇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

◇何度も行きたくなるような、持続的な公園づくり

◇各種コミュニティ、団体等（市外含む）が協力・競争しつつ参画できる公園づくり

③段階的な・継続した公園づくり

◇ワークショップなど、計画・設計段階から公園づくりに参加できる場づくり

◇公園への関心や管理運営への参加を促すための整備計画の開示

④公園づくりへの参加

◇供用開始までの段階的な管理運営組織づくり

◇さまざまなNPOや市民団体等が一堂に会する“コンソーシアム”的な組織づくり

◇国内外からの公園利用者や利用団体等も主体的に参加できる組織づくり

◇行政以外が中心を担う管理運営組織（指定管理による維持管理含む）

◇公園の管理運営を通じた、市民と行政の信頼関係・協力関係の強化

◇管理運営の質の向上につながる“もうかる”事業の展開

◇利用者のニーズの変化に対応出来る柔軟な管理運営

◇植栽管理等の維持管理を体験イベントに仕立てることによる参加意欲の醸成

⑤管理運営・参加体制

◇「復興支援への感謝」と「おもてなしの心」を伝えることが出来る人材との連携

◇県内はもとより、国内外からの来訪者と市民が交流できる仕組みづくり

◇インターネット等を活用したわかりやすい情報提供

②交流・もてなしの⼼が伝わる公園づくり

取り組みの⽅向性


