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１．開  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３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。席上には次第、それから出席者名簿、

配席図、そして配付資料の一覧がございます。こちらに沿ってご説明をいたします。資料

１、これまでの検討経緯と今後の予定、資料２、空間デザインワーキンググループにおけ

る検討結果、資料２―２、川原川３橋梁の対応方針について、資料３、協働デザインワー

キンググループにおける検討結果、そして資料４、高田松原津波復興祈念公園基本計画（素

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５までと、別とじの参考資料も配付してございます。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  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】 

 皆さん、こんにちは。 

 この復興祈念公園基本計画検討調査有識者委員会の第３回目となりました。年度末のお

忙しいところをお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。 

 先々週の土曜日、３月14日に、仙台でご承知のように国連の防災会議が開かれまして、

その一環でパブリックフォーラムの中で復興祈念公園のシンポジウムがございました。私

が岩手県のこちらのほうの公園、それから本日ご欠席ですけれども、涌井先生が宮城県の

ほうの復興祈念公園の件につきまして報告をさせていただき、シンポジウムは大変盛況で、

立ち見が出るほどの盛況でございました。復興祈念公園については大変関心も高く、これ

からどういう形で進めていくかというところで、両公園ともやはり市民との協働というこ

とがかなり強く強調されていたように思います。 

 本日は基本計画の取りまとめということで空間デザイン、それから協働ワーキング、そ

れぞれご検討いただいたところご報告いただきまして、その後基本計画について意見交換



 

- 1 - 

をさせていただければと思っております。どうぞ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】 

 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。 

 なお、委員の皆様については７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14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７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、本日の委員会につきましても第２回委員会と同様に委員会設置要綱第５条の３に

基づきまして、協働デザインワーキンググループの五味先生にもご出席いただいておりま

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。 

 

３．議  事 

 

【中井委員長】 

 それでは、早速議事に入らせていただければと思います。 

 本日、議事が幾つか用意されておりますが、まず１の事業評価検討部会の設置について

審議を行いまして、続いて空間デザインワーキング、協働デザインワーキング、それぞれ

の検討結果をご紹介いただき、基本計画について、その後審議という、そういう段取りで

進めさせていただければと思います。 

 それでは、早速１の事業評価検討部会の設置について、事務局よりご説明よろしくお願

いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長】 

 事務局の東北地方整備局建政部都市・住宅整備課の澤田でございます。よろしくお願い

いたします。座って説明いたします。 

 委員の先生方には配付しておりますが、参考資料の別とじで事業評価検討部会の設置に

ついて（案）というクリーム色の紙の資料がございますので、そちらをごらんいただけれ

ばと思います。こちらでございます。 

 急遽用意した資料でございまして、大変恐縮でございますが、皆様ご案内のとおり、来

年度から国営追悼・祈念施設（仮称）の整備が事業化されまして、国土交通省が整備を行

うこととなる予定でございます。こちらは、来年度の予算案が成立し次第、そのようにな

りますけれども、このような場合、国土交通省が所管する直轄事業につきましては、全て

の事業について新規事業採択時の評価を行うこととされております。その決めを説明した

資料が２ページ目以降に記載しておりますので、後ほどごらんいただければと思いますが、

その際に学識経験者等の第三者から構成される委員会等の意見を聞くことが求められてお
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りまして、この本有識者委員会で検討いただいている基本計画の内容に基づきまして、新

規事業採択時評価の方法や結果に対してご意見を頂戴する場として、本委員会の設置要綱

第６条のワーキンググループの一つとして事業評価検討部会を設置させていただきたいと

考えております。 

 なお、部会委員の構成は次のとおりを予定しております。５人の先生方でございます。

五十音順でご紹介いたしますと、公益財団法人東北活性化研究センターフェローの牛尾先

生、東北学院大学工学部教授の遠藤先生、東北大学災害科学国際研究所教授の奥村先生、

岩手大学農学部教授の倉島先生、あと宮城大学副学長の森山先生、以上の５名でございま

す。 

 このような部会を設置したいと考えておりますので、ご了承いただければ幸いでござい

ます。ご審議よろしくお願いいたします。 

【中井委員長】 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

【中井委員長】 

 よろしゅうございますか。それでは、事業評価検討部会の設置につきましては、本委員

会として了承いたしましたということにさせていただければと思います。ありがとうござ

いました。 

 それでは、早速議事の本体のほうに入りたいと思いますが、これまでの検討結果につい

てでございます。前回以降、大分時間がたっておりまして、その間、両ワーキングとも精

力的に検討していただいたと聞いておりますので、その検討経緯と結果につきまして事務

局から、その後、ワーキングの幹事である篠沢、広田両委員からご説明をいただきたいと

思います。 

 では、事務局よろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 事務局の東北地方整備局都市調整官の脇坂でございます。私のほうからこれまでの経緯

と今後の予定を資料１で説明させていただきます。座って説明させていただきます。 

 今回 終の委員会でもございますので、平成23年度からの経緯もあわせて資料に位置づ

けでございます。 

 まず、１ページ目でございますが、平成23年３月11日の東日本大震災発生後のこの復興

祈念公園の経緯でございますが、８月に県の復興計画においてメモリアル公園の事業が位

置づけられまして、12月に市の復興計画でメモリアル公園のゾーンの形成が位置づけられ、

また要望書が国へ提出され、また国のほうでも東日本大震災復興祈念公園の検討会、また

有識者委員会、今回内藤先生、また涌井先生にも入っていただいております検討会で震災

復興祈念公園のあり方が示されるなどしてございます。その中で、今回の震災復興祈念公

園としては、追悼・鎮魂や震災の記録・教訓の伝承が復興の礎であり、またこれが復興を

目指す地域の姿を想起する、また観光教育資源ともなり、地域振興面でも役割を果たすと

いったことがあり方として示されてございます。それが23年度に取りまとまったというこ

とでございます。 
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 ２ページをお願いいたします。平成24年度になりますと、市のほうで「国営メモリアル

公園を誘致する会」が発足しまして、また一方で奇跡の一本松の枯死が確認されてござい

ます。要望もなされまして、また岩手県のほうで高田松原地区震災復興祈念公園の構想会

議が設置されまして、中井先生が座長というようなことで公園の理念や役割などが示され

てございます。 

 平成25年度になりますと、奇跡の一本松の保存事業が完成しまして、また東北地方整備

局のほうで基本構想の検討調査有識者委員会が発足いたしました。年度をまたぎまして、

平成26年６月までかかりましたが、この公園の基本構想が示されたというようなことでご

ざいます。 

 次のページをお願いいたします。今年度でございますが、７月からこの本有識者委員会

が設置されております。今回第３回というようなことでございます。また、今年度有識者

委員会の流れとは別に地元の高田松原地区で陸前高田復興まちづくり情報館、また観光物

産施設一本松茶屋が市のほうでオープンしてございます。前回の委員会でご説明いたしま

した東日本大震災からの復興の象徴となる国営追悼・祈念施設（仮称）の設置についての

閣議決定が10月になされております。また、ことし１月でございますが、「重点道の駅」と

いう仕組みがございまして、全国35カ所にこの道の駅「高田松原」も選定されてございま

す。また、先ほど中井委員長からご挨拶でございました国連防災世界会議のパブリックフ

ォーラムにおきまして東日本大震災における復興祈念公園を考えるシンポジウムを開催し

て議論がなされているというようなことでございます。 

 続きまして、４ページでございます。これは、今年度の有識者委員会及び各種ワーキン

グ及び個別の先生との協議の結果をまとめたものでございます。前回11月26日に第２回有

識者委員会を開催いたしましたが、その後協働ワーキング自体は12月、１月、２月と計３

回開催してございます。また、空間ワーキングも１月23日、また２月16日から３月６日に

かけまして、持ち回りという形で空間ワーキングを開催させていただいてございます。ま

た、個別の先生方の協議ということで、３月13日に牛山先生、また中井委員長との内容協

議も行ってございまして、本日を迎えているというようなことでございます。 

 以上で私からの説明は終わらせていただきます。 

【中井委員長】 

 それでは、続きまして資料２及び資料２―２につきまして、篠沢委員からご説明お願い

いたします。 

【篠沢委員】 

 空間デザインワーキンググループの幹事、取りまとめ役を担当させていただいておりま

す工学院大学の篠沢と申します。よろしくお願いいたします。座って説明させていただき

ます。 

 資料２と資料２―２ですね、あと委員の先生方には参考資料２と３をごらんいただけれ

ばよいかなと思います。10分ほどということなので、手短にお話をしようと思います。 

 先ほど脇坂さんのお話からありましたように、空間ワーキングが４回開催されておりま

して、前回の有識者委員会では２回目までの空間ワーキングのご報告をしております。資

料２に入る前にＡ４の小さな参考資料２というのをごらんいただければと思います。これ

は委員の方にしか配付されていないということなので、内容については後でご確認いただ

ければと思うのですけれども、本空間デザインワーキングは、与えられた条件を一つずつ
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積み重ねるようなスタイルでは進められませんでした。非常に難しい条件が流動的なもの

を 初は削り出して、条件を決めていくような形で外枠を埋めていく。一方で、今度はそ

の中で議論されていくものをかなり膨らませるところは膨らませて、計画よりもより進ん

だ設計レベルまで話をしていく中で詳細を詰めていくような、少し変則的な動きをしてい

ます。なぜかといいますと、この小さい紙に書いてある条件の中に、一番上に式典規模、

使用土量という２つの四角があると思います。これ当初は、式典規模は 大１万人程度の

規模でやろうというものをいろいろ議論していった結果、今回第３回、右下の有識者委員

会にかけるときには 大3,000人程度にしよう、あるいは使用土量も 初は200万立米使え

るというお話だったのですが、公園全体で100万立米と半減するような結果になっていると。

という意味では、 初に空間設計をやる基本条件、これが非常に全体の復興の計画ととも

に流動的であったものを決めつつ検討しなければいけないということが非常に大きい問題

でした。中でも検討条件の一番下、公園利用者の安全確保という面では、当初は公園内の

築山に非常に安全な被害を受けない、いっとき避難場所を確保する、緊急の避難場所を確

保するということでしたが、今回の計画では、基本的には安全な高台の市街地への避難を

前提とすることにしようと。これは、市の避難計画等との決定していくものと足並みをそ

ろえつつ、こういう形になったということをご理解いただければと思います。 

 続きまして、資料２に入っていこうと思います。今回空間デザインワーキングで決定し

たものは、大きく公園の骨組みに当たる部分だとお考えいただければと思います。１ペー

ジ目の空間構成の基本的な考え方に上に３つの箱があります。これが公園の骨組みのもの

になります。まず、一番左、広田湾と気仙川を結ぶ軸線を空間の主軸とする。これは、震

源の方向である広田湾側から津波が遡上した気仙川というものを公園計画の一つの大きな

中心の背骨にしようというのがその考え方です。その下の地図に赤いラインが引かれてい

るのがおわかりかと思います。真ん中の箱は、その中心の主軸に対して震災の遺構がその

湾に沿って点在しているこの湾の震災遺構をつなぐラインを円弧というふうにつないでい

ったときに、この主軸となる背骨に対して直交するように地図の中では白い弧が描かれて

いると思うのですけれども、こういう形を想定しようと。これの外側、これは国道45号線

より南にあるのですけれども、45号線側は賑わいのある空間であるけれども、このライン

より海側は比較的追悼･鎮魂のために静謐な空間を確保できないかという考え方でこのライ

ンを補助線のように引いております。さらに、３つ目の四角ですが、海を広く望める場所

に祈りの場を設ける。これは後ほどお話ししますが、今度つくられる第二線堤上に海に向

かう場をつくろうということで想定しております。 

 ２ページ目をごらんください。公園全体を俯瞰した地図が出ておりますけれども、色分

けされております。赤い部分が国営の祈念公園の範囲になっています。東側と西側に黄色

い部分がありますが、これは主要道路からアクセスした場合に公園の入り口となる箇所で、

西側には気仙中学校、東側には定住促進住宅の震災遺構がそれぞれ位置しているというこ

とになります。先ほど話した公園の背骨の赤い軸が公園の中心を通っており、その気仙中

学校から定住促進住宅あるいはタピックをつないで白いぼやっとした円弧が描かれている、

これが公園のもう一つのあばらというか、肋骨になっているとお考えいただければと思い

ます。高台から公園にかけてはシンボルロードと川原川に挟まれた部分、挟まれた区域と

いうことでオレンジに色が塗られた矢印が書いてあると思いますけれども、これがタピッ

クのところにつながるようなものになることになっております。ちなみに、紫の部分は県、
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市の公園整備、特に市民が利用される運動施設等はこの位置に来ると、国営の公園と県、

市の整備の公園が変わっているということだということだと思います。それから、当然海

側には名勝高田松原の再生に伴ってその関連の緑地等が出てくる、あるいはそれに至る駐

車場が出てくるということが書かれています。 

 ３ページ目にもう少し詳しい図が書かれています。これも主軸となる矢印をベースにお

考えいただき、それから白いぼうっとした円弧を中心にお考えいただければいいと思いま

す。まず、左上の箱１とありますけれども、１、T.P.15.0と書いてあるものがこのぼうっ

とした円弧のちょっと内側に書かれていますが、これが高さ約15メートルの丘を丸い丘で

はなく、弧状にＲを描くようにつくろうと。それが45号側と海側を分けて、海側に関して

は広場が広がっているという空間、静かな広場が広がっていると。国道側に関しては、そ

こに津波震災伝承施設が東側に、地域振興施設が西側に、これは道の駅を想定しておりま

すけれども、存在しており、道路との間には駐車場が広がるという構成になっております。

赤い軸に沿って皆さんアプローチしてくださると、まず丘と丘の間の切り通しを通り抜け、

広い広場を通り、その途中、左手にはタピックを、右手には奇跡の一本松を見ていただき、

さらに気仙川のところで、気仙川を渡るように赤いラインが引かれていますけれども、こ

れは人道橋、人だけが渡れる橋を通って、その先の二線堤、堤防に上がっていき、 後に

堤防の上から海を見ていただくと。松原がまだ成長している段階ですと堤防の上から松原

を見おろす、だんだん成長していくと堤防の先の松原の間から海を見るというような形の

祈りの場ができてくるということになっております。 

 このような検討をした結果、一応公園の大きな骨組みができ上がりました。ただし、幾

つか積み残されている点もございます。この３ページの図でいいますと、タピックの北東

に当たります国道45号線と古川橋と書かれている橋の部分ですね、これは高台の市街地と

のつなぎになるわけですけれども、まだきちっと検討がしきれておりません。つまり、高

台への避難を考えるときにここの部分はどういうふうな計画をしていくか、道幅や橋のか

け方等はどうなるかというのはちょっとこの先にお話ししますけれども、検討中です。 

 さらに、古川沼周辺の植生の回復についても後ほど報告書の中にはお話がありますけれ

ども、まだ詰め切れてない部分があり、これに関しては引き続き設計の段階でも議論を続

けるべきだというふうに判断しております。 

 引き続きまして、資料２―２をごらんください。参考資料３もこれに関連するものです。

川原川の３橋梁の対応方針についてということで、資料２―２をベースにお話しいたしま

す。現在川原川には奇跡の一本松のしおさい橋、それからタピックより海に行く松原大橋、

さらにタピックから東に渡る古川橋の３橋があります。当初これに関しては既存の橋梁の

復旧を震災復旧の手立てでやろうと思っていたのですが、震災復旧の橋梁架け替えの場合

には、現状と同じものをそっくり架け替えることができないということが明らかになって

きました。つまり、経済性にすぐれる、もう少し簡易な橋になってしまう可能性が出てき

ました。そのため、当初空間デザインワーキングでは３橋梁を統一的なデザインにするた

めに少なくとも高欄、手すり、照明、親柱といったようなもののデザインは統一すべきだ

という話をしていたのですが、しおさい橋と松原大橋は復旧してしまうと、より簡易な橋

になってしまう可能性があるということを空間デザインワーキングでも検討し続けた結果、

２―２の下にありますようにしおさい橋と松原大橋に関しましては、この既存の橋に関し

て構造的な問題がないと判断されているので、これを周りの地盤面に合わせてかさ上げし
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つつ、既存の橋を活用するという方向に決めております。特にしおさい橋に関しては奇跡

の一本松と同時にというか、景観として認識されていることも多いので、そういった活用

の仕方をしようという判断をしました。 

 一方で、古川橋に関しては、これまで余り橋が市民にも認識されていないこともあり、

現在もそれほど凝ったつくりというか、構造が複雑ではない橋なので、これは架け替える

と同時に、先ほど少しお話ししました高台避難へ向けてタピックから上がっていく部分の

広場のつくり等とあわせて架け替えをしようということを考えております。ということで、

この橋梁に関しては復旧方針を以下のように決定し、今後詳細な計画設計を進めていくと

いうことを空間ワーキングでは決定いたしました。 

 以上で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。 

 それでは、続いて資料３について、広田幹事からお願いをいたします。 

【広田委員】 

 協働デザインワーキングの幹事をしております広田です。座ったままご説明したいと思

います。 

 資料３の 初のページをお開きください、１ページ目です。これまでの検討の経緯なの

ですが、先ほどご説明にありましたように６回開催しております。そのうち３回目までは

第２回の有識者委員会で既に説明済みですので、第４回から説明したいと思うのですけれ

ども、ちなみにちょっとだけ振り返りますと、この１回目、２回目のときに協働デザイン

ということで公園づくりへの住民参加を議論しようということでスタートしたのですけれ

ども、 初の委員さんの反応は、公園の中身自身に対する質問が非常に多く出まして、そ

こがわからないのに協働だとか参加というのは議論できないというような話で、実は１回

目、２回目はそこに少し時間をかけてから協働の話に移ったということです。 

 ４回目ぐらいになりますと、ある意味議論が小なれてまいりまして、そこにありますよ

うに公園の管理運営に参加が期待できる団体やキーパーソンをリストアップしまして、100を

超える団体、個人がリストアップされています。皆さん高田市内に住まれてこれまでいろ

んな活動をされてこられた方ですので、非常にバランスよく出てきたかなと思います。そ

れから、では具体的に公園ができたとしてどのように利活用できるか、したらいいかとい

うアイデアをワークショップ形式で検討しまして、さまざまなアクティビティ、ジャンル、

それから季節にわたるアイデアが出されています。これはこれから活用できると思うので

すけれども、とりあえずはアイデア出しをしてあるということです。 

 第５回に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ということ

なのですが、どういう方をどういうふうに公園づくりにかかわっていただくかという、そ

ういうことなのですけれども、もう第５回となると年も明けていますから、現在の協働ワ

ーキングをどう発展させて、この協働のあり方を検討していくかということと、あとは実

は空間ワーキングと協働ワーキングは非常に連携がとれていまして、珍しくですね。篠原

先生の大変なご理解があって、毎回篠原先生は協働のワーキングにも出てきていただいて、

まさに空間デザインのやっているご当人から協働デザインの委員の方々に説明していただ

くという形ができていまして、非常にいい形ができています。その中で、協働デザインと

いうことではあるのですけれども、公園のハードな部分についての意見とか、感想とか、
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感触もいろいろ出ていまして、今後も計画から設計に入る際も公園の整備計画との検討と

リンクして、要は公園に参加する人が自分の意見が計画とか設計にも反映されればそれな

りに、さらに達成感というか、そういうのが出てくるということで、そういった整備計画

とのリンクをした協働のあり方についての意見も出されまして、非常に建設的なやりとり

であったかと思います。 

 第６回、先日なのですけれども、この後でご説明します協働の 終的なゴール、目標と

か、それからそこに至るまでの取り組みの方向性、それから供用開始が32年度なのですけ

れども、そこに見据えた段階的なしくみづくり、しかけづくりというのを検討しました。 

 これについて２ページ目でご紹介したいと思います。検討状況の１は公園整備のスケジ

ュールと協働のしかけづくりということで、この表はどう見るかというと一番左側にまち

づくり・復旧事業等のスケジュールが書いてございます。防潮堤、松原、区画整理、防災

集団移転、災害公営、それから今後予想される大きなイベントですね、いわて国体である

とか、東京オリンピックであるとか、先日ラグビーのワールドカップが釜石に来ることに

なりましたけれども、こういう大きな大枠のスケジュールをにらんだ上で、公園整備のス

ケジュールがこの真ん中です。今年度に基本計画策定して、来年度から設計に入って、順

次着工ということなのですが。一番右側が協働体制をこういった大きなスケジュールの枠

組みの中で、どうデザインしていくかということを検討しました。大きく分けると、２年

を１期としまして、 初の27、28は始動期ということで緑ですね。関係者が出会って、関

心を醸成して参加のきっかけづくりをつくるという、こういう時期にしようと。それから、

その次の２年間が試行期、青ですけれども、仮の協働体制をちょっと組織化を図って、い

ろんな活動も試行的にやろうと。体制の確立を目指した組織の改善ということで、仮にち

ょっと準備会的なものを立ち上げて動かしてみて、不都合なところは修正していくという

ような移行期にしようということです。 

 後、赤の確立期が、もうこれが 終形に近いような形で組織体制、参加メンバー、事

務局はどうするか、具体的に管理組織の事業内容や規模ですね、こういったあたりを詰め

ていって、32年から運営と。こんなうまくいくのかというところはあるかと思うのですけ

れども、一応こういったスケジュール感を持っております。 

 ２番目が、これ段階的な協働のしくみづくりのイメージということで、今ご説明した緑

の始動期、青の試行期、赤の確立期にどんなような体制、協働の体制をつくるかというこ

とです。正直申し上げて、始動期のイメージは割と具体的にできていますけれども、試行

期、確立期、 終的な形についてはこのとおりいくかどうかはちょっとやってみないとわ

からないところが少しございます。始動期については、ちょっとごちゃごちゃとした図面

になっていますけれども、下のほうにピンクで個別テーマワークショップとございますが、

公園の利活用のテーマですね、例えばスポーツとか、植栽とかがあるのですけれども、個

別テーマごとにワークショップを開いて、将来的にそういう活動にかかわりのありそうな

人に丁寧に声がけして集まってもらって、そこで具体的な活動の中身とか、その活動を支

える空間のイメージなんかを議論してもらうというような形のワークショップを２カ月に

一遍ぐらいずつやりながら、そこに集まってくる方々が将来の管理運営の担い手の一部に

なるということなので、そんな形で進めていければなと思っています。 

 今の協働ワーキングをちょっと拡大発展して、（仮称）協働体制検討ワーキンググループ

ということで、今のメンバープラス学識者、管理運営に興味を持つ方々でこういった体制
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をつくっていくと。右側に（仮称）設計ワーキングとありますけれども、ワークショップ

で出た空間に関する意見を反映できるところは反映していくというようなスタイルです。

真ん中の試行期については準備会的なもの、この準備会というのは 後の確立期のところ

を見ていただきたいのですけれども、今のゴールイメージは（仮称）円卓会議で、ここで

管理運営に参加する民間の主体とか、行政とか、サポートする企業さんとか一堂に会する

円卓会議的なもので意思決定をすると。それを支える指定管理団体と書いていますけれど

も、コーディネーターという、ここが一番重要なところなのですけれども、こういったコ

ーディネーターが円卓会議の事務局的な機能を果たすような、こういう仕組みにできない

かなということで、試行期はそこに至る準備の段階というイメージでおります。 

 あと１分ぐらいなのですけれども、 後に検討の総括で、これが基本計画、今年度の基

本計画に盛り込む内容です。今まで説明した内容をちょっと文章に要約したようなものな

のですけれども、向かって左側の緑の部分が協働による管理運営の基本的な考え方という

ことで、３つ分かれていますが、１つは賑わいと交流をもたらす公園というところがメン

バーの中には強くございまして、特に復興まちづくりの中心市街地と一体となって賑わい

と交流をもたらすというところですね、これ基本的な考え方の一つ。それから、２番目が

地域のコミュニティーとか、市民と行政の絆の強化に寄与する。この公園づくりを通じて

コミュニティー形成を、あるいは協働の関係性をつくっていくという、こういった考え方

です。そのためにも３番目に、計画設計段階から多様な主体と連携した管理運営体制づく

りということで、今まで説明したようなステップを踏んで参加、協働を促していきたいと

いうことです。 

 この右側は、それをもう少し具体的に書いたものなので、５つの方向性ということで①

から⑤まで書いてございます。むしろ図で説明したほうがわかりやすかったかと思います

けれども、基本計画としてはこの程度のことを書き込めればなと思っております。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 どうもありがとうございました。両ワーキングとも大変精力的にご検討いただいている

ということで感謝を申し上げたいと思います。 

 それでは、ただいまご説明いただきました、主に資料２、資料２―２及び資料３になろ

うかと思いますけれども、そちらについて意見交換をさせていただければと思います。時

間は十分ございますので、ぜひ皆さん方からご意見を頂戴できればと思います。特に空間

を先にということではございませんので、空間ワーキングの検討結果あるいは協働ワーキ

ングの検討結果、いずれにでも結構でございますので、ご意見頂戴できればと思います。

いかがでしょうか。 

 それぞれのワーキングに参加していただいた先生方から一言ずつ補足のようなものをま

ずは頂戴できればと思いますけれども、そういうことでよろしいですか。 

 それでは、池邊先生からいきますか。 

【池邊委員】 

 空間ワーキングのほうに参加させていただいた池邊でございます。 

 先ほど冒頭に篠沢先生のほうからご説明ありましたように、当初は式典ですとか、ある

いは土量ですとか、さまざまな前提条件をどう克服するかというようなところ、どちらか

というとフィジカルなものと、それからソフト的な眺望だとか、あるいはここにおける静
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謐な空間というものをどういうふうに出したらいいかということで、変な話ですけれども、

どっちの向きを向いて祈るのだろうかというようなことも含めて、あと奇跡の一本松との

関係性はどうなのだというあたり、あとはやはり海を見て祈るということが市民の方にと

ってはまだお気持ちが整理できない方もいらっしゃる中で、そういう部分がどうなのかと

いうようないろんな議論がなされました。 

 ただ、今回出されたこの案というのは非常に空間的にも、私ども卵型というか、楕円の。

人間としては胎児というか、子供が胎内にいるときの形として非常に居心地のいい空間で

もありますし、そして気仙川から直線的な軸線と、それから先ほどお話のあった円弧とい

いますか、古川橋からずっとつなぐ、これによって一つの空間への特徴が出てきている。

それが実際はできてしまえば何気ない空間にはなると思うのですけれども、一つには震災

伝承館とか地域振興施設のほうはある意味賑わいのほうでございますので、一線を画して

追悼や祈念のところの静かにという部分と一線を画せるところもある。 

 一方で、この空間というのはファミリーの方々が春や夏にさまざまなピクニックのよう

な形でさまざまに活用することもできますし、夏祭りとかそんな形にも使えるということ

で非常に大きな空間というのができて非常にいいかなと思っております。 

 また、この祈りの場というのをつくっていただいたことによって、今までは高田の松原

が全く祈念公園からはなかなか俯瞰ができないというような部分であったのですけれども、

ここにこれをつくることによって、やはり従来の高田の松原の美しさの復興とともにこの

祈りの場という場所が非常に象徴的かつ鎮魂の場としてふさわしい場所になったのではな

いかなと思っております。 

 また、これは名勝のほうからのお願いでございますが、この祈りの場のつくられるとこ

ろが第一線堤と第二線堤の場で、なかなかここのところがきちんと整備することが難しい

というお話も前回まで県のほうからいただいていたのですけれども、この祈りの場という

ものが整備されることによって、この辺の線堤のところのデザインとか、そういうものも

美しくすることによって、海の側から見たときにも美しい空間構成というのでしょうか、

そんなものが生まれるのではないかなというふうに思っております。そういった意味では、

空間としては紆余曲折いろいろありましたが、非常にうまく落ちついたかなとは思ってい

ます。 

 あとは橋脚については、私のほうからも割と要望をさせていただいておりまして、特に

今まで無視されてきた古川橋なんかでございますけれども、これがタピックのところにあ

るということもありますので、こういうあたりも少し整備することによって空間全体が調

和のとれた非常に美しい空間になり、またタピックも相乗的に人が来ても恥ずかしくない

といったら変ですけれども、そういう空間になるのではないかと思っております。 

 以上でございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 ちょっと確認ですけれども、松原大橋としおさい橋は架け替えではなくて、既存のもの

を使うということですけれども、高欄のデザインとかそういうのについては調整すること

が可能だという理解でよろしいですか。 

【田中岩手県県土整備部都市計画課計画整備担当課長】 

 県の都市計画課です。よろしくお願いします。 
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 参考資料３のところなのですが、これが川原川３橋の対応方針ということで県でつくっ

た資料になりますが、右のほうの下のほうに表があります。３橋共通というところで方針

案ということでお示ししておりまして、右のほうなのですが、県の対応方針案ということ

で、３橋共通の部分については景観デザインの部分について検討していきますということ

で、この部分は共通になっております。 

【中井委員長】 

 わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、内藤先生も。 

【内藤副委員長】 

 空間ワーキングはなかなか大変で、状況が動きつつ、篠沢先生も大変だったと思います。 

 終的にこうかなというのは、この全体広いエリアをどうやってまとめるかということ

だと僕は思います。与えられた我々のいわゆる敷地というか、その中だけで考えていると

どうも今次の大災害の大きい話がちっちゃくまとまってしまいそうな感じがしていました。

全体を包むような大きな包摂線を設定すると何となくそれぞれがつながっていくという感

じがして、これだったらという感じになってきたのだと思います。 

 それと同時に、ずっと考えておりましたのは広島の平和記念公園のときに、あそこに原

爆ドームに向かう軸線という非常にメッセージ性があって、周りのまちとかがいろいろ変

わってくると、結局あれしか残らなかったと。やっぱりあの軸線だけがメッセージとして

残っているという感じがしまして、今回の高田松原のここの国営祈念公園においても何か

強い軸線、100年後に伝えられるような、そういうものを設定すべきだというふうに思いま

して、こんなのでどうなのだろうとみんなで議論して現案になっています。おそらく包摂

線のほうは、100年ぐらいかけてだんだんと解けていく。片一方で、軸線のほうは100年残

っていくという、それを残すのだというイメージがとても大事なのかなという気がします。 

 あともう一つは、祈りの場です。これはぜひとも実現したいというふうに思っているの

ですが、やはりここに国賓の方が来たり、あるいは陛下がここで祈りをささげるという、

そういうことをイメージしたときにそれにふさわしいきっちりした場所がないと何とも情

けない。やはり大切な方が来られたときには、できたらこの祈りの場で献花していただく

というようなことをイメージしてここの環境とか全体をつくるべきだと思っています。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 では、五味先生も一言お願いいたします。 

【五味協働デザインワーキンググループ委員】 

 五味でございます。よろしくお願いします。協働デザインワーキンググループのメンバ

ーとして本日参加させていただいております。ほぼ広田先生が説明してくださったことの

中に尽きているのかなという気がするのですが、多少補足するという形で２点、３点説明

させていただきます。 

 資料３の協働デザインのワーキンググループにおける検討結果というところの３ページ

なのですが、始動期、試行期、確立期という形である程度ステップを踏みながら徐々に完

成形に近づけていきましょうということであるわけですが、先ほどのご説明にありました

ように個別のテーマワークショップを始動期の段階でテーマを幾つか選んで、それで開い
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ていこうと。その中で徐々に 終的な確立期における会議運営参加主体というものが生ま

れてくるというか、育まれていくということが目指されているということで、それが試行

期の中で成熟していくということを目指しているという形になっています。 

 それから、 後の４ページのところでは、基本的な考え方と方向性という形でそれぞれ

３点と５点が紹介されておりますが、結構割と具体的に書かれているなと、 終的にはい

い形でまとまったのかなと僕も思っています。例えば１つ目の基本的考え方の１つ目とし

て、復興まちづくりと連携して賑わいと交流をもたらすというところでは、例えば市街地

側の取り組みとも連携してということと、それから何度も行きたくなる持続的な公園づく

りというようなことで、この辺はこれから協働を考えていく上で常に意識していかなくて

はいけないことなのかなというふうにも思いますし、それから地域コミュニティーや市民

と行政の絆の強化に寄与する公園づくりというところでは、１つ目ですね、地域コミュニ

ティーの絆を深めるということと、それから市民と行政、さらに地域や世代を越えた連携

ということで、割とルーチンにならない形でこういった絆づくりというものが、公園がで

きた後もつながっていくような形を目指したほうがいいのではないかというふうに考えて

います。 

 それから、 後の管理運営体制づくりですが、その２点目のところで、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、継続的な発展を目指すという

ところで、公園が陸前高田市内にできるわけですけれども、その中でこの震災を受けて、

ただその中で生まれてきたつながりというものを長い期間残していくための仕組みという

ものにつながっていけばいいなというふうに思っています。 

 また、あえて１つ言うと、陸前高田市の高田町の中にこの公園が主に含まれるわけです

が、高田町以外のほかの７つの町との連携、協働というものも意識して進めていったほう

がいいかなというふうに考えております。 

 以上になります。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、ほかの委員の方々いかがでしょうか。 

 本多委員、どうぞ。 

【本多委員】 

 私からは、空間デザインについての内容の中での橋のことについて申し上げたいと思い

ます。１つは、説明の中で、しおさい橋と松原大橋、そして古川橋が挙げられておりまし

たけれども、これらはみんなチリ地震津波の後にできたもので、従来から 上堂橋という

橋があり、市民に一番利用されていた橋がありましたが、その橋のことがこの空間デザイ

ンワーキングの時には話題にならなかったのかと思いました。 上堂橋は震災復興祈念公

園予定地より東橋にあった橋です。この橋は誰でも知っている橋で、昔から利用されてい

る橋なのです。その点、古川沼（川原川）の設計上、 上堂橋は是非必要ではないかとい

う気持ちでおりましたので、お伺いいたします。 

 それから、これらの橋にかかわって、避難、安全という面で３本の橋の幅とか、通行量

等を考えた時、私の知る限りでは、一番多く利用された例として高田松原に一日５万人の

人出があったことが記録されております。災害時に、第一次避難場所に避難する場合、橋

の数と、橋の幅というものが適切なのかどうかということを考えたりしましたけれども、
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この点でどのように話題になったのか、教えていただければと思います。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 それでは、これはそちら。 

 はい。 

【陸前高田市都市計画課長】 

 陸前高田市です。 上堂橋のことについてご報告をいたします。 

 現在松原エリアから高台へ避難する道路、幾つかシンボルロードを初め整備をいたしま

す。ちょうど 上堂橋があったあたり、現在だと東幹線という避難道路を整備することに

なっておりまして、ただ若干東幹線の位置と 上堂橋の位置というのは、ずれてまいりま

す、計画では。ですので、海水浴にいらした方々の避難も含めてあの辺のことは改めて検

討しなくてはいけないというような議論をしておりまして、今回この復旧のほうからは外

れているということでございます。 

【中井委員長】 

 資料２でいくと２ページの右半分のところは、まだこれから検討すべきことが多いとい

う、そういうことでよろしいのですよね。主として、この古川沼より西側の部分について

空間デザインワーキングのほうで検討、つまり国の施設を中心とする部分ということなの

で、45号の北側、それから古川沼の東側についてはまだ検討はこれからと、そういうこと

だろうと思います。当然避難、橋梁のスペックについても、特に架け替える古川橋のとこ

ろについては、篠沢先生からもご報告ありましたように避難との関連でどういうスペック

にしていくかということを今後も検討していかないといけないということかなと思います。

よろしいでしょうか。 

 それでは、避難の話も出たので、牛山先生からもお願いできればと思います。 

【牛山委員】 

 私のほうからは、公園の中の築山ですね、これについて一言申し上げたいと思うのです

けれども、前の委員会等でも議論ございまして、この築山を避難場所、指定避難場所とい

うことになると思いますけれども、避難場所にはしないという考え方でいくと。そのこと

自体について、私は賛否は特に何も申しませんけれども、ただちょっと事実としてご理解

いただきたいのですが、こういったここに避難場所を置かないということになりますと、

高田松原海岸を基点にして考えると、ところにもよりますけれども、いわゆる高台までの

直線距離１キロ以上というようなところがかなり広い範囲にわたって出てまいります。多

分ゴールというか、避難場所としてイメージしているのはかさ上げ盛り土した空間だと思

いますけれども、今後あそこが津波浸水想定区域にならないという保証は私はないと思っ

ていますので、もしかするとさらにもともとの高台ですよね、２キロ以上のところまでを

目指さなければいけないという考え方になるという可能性はあるのだろうと思います。こ

のあたりは別にこうしなければいけないというものはありませんので、そういう考え方を

とること自体は、私は賛否を特に申しませんけれども、東日本ですと津波の浸水実績域に

なりますし、そうでないところだと津波の浸水想定区域ということになりますけれども、

津波の浸水想定区域とか浸水実績域の中に避難場所を置かないということは、推奨されて

いるわけでは決してありません。これは一部で誤解があるのですけれども、津波が来ると

ころに避難場所を置くのが間違いであるという考え方は間違いです。少なくとも南海トラ



 

- 13 - 

フのいろいろな対策が行われている関東以西の地域でそういった考え方はとられていませ

ん。むしろ津波浸水想定区域の中で、そういった高台等から遠い場所には何らかの避難の

施設を置くというのが一般的な考え方です。ただ、もちろん高さが大丈夫なのかとか、そ

ういった問題いろいろあって難しいところではあるのですけれども、原則論として避難場

所は浸水域に置かないのが原則だということはありません。ですので、ここでとろうとし

ているやり方は西日本というか、関東以西の地域で行われている一般的なやり方に比べる

と極めて厳しいやり方をとろうとしているということはご理解いただきたいと思います。

もちろん、より安全側にということで、これは間違った考え方でないと私は思います。だ

から、やめろと言っているわけではありませんけれども、厳しいやり方だからみんな覚悟

が必要だよということを言いたいわけでございます。 

 私は、このやり方が将来にわたって、20年、30年後の将来にわたって維持できるかどう

かかなり不安に思います。津波の来たところには避難場所を置かないのだよという考え方

を今後徹底していくということが本当にできるかどうかいささか疑問だと。ですので、そ

れに対する一つの対応策として申し上げたいのはこの築山、避難場所には当面しません。

それは結構だと思うのですけれども、避難場所にはしないけれども、避難場所としても使

用可能な程度の水準は満たしてほしいというふうに思います。津波防災地域づくり法の中

でも津波の場合、避難場所にするときには想定される津波の高さよりも十分高い高さにと

か、それから構造上、地震に耐えられるようなものにとか、そういった基準が決まってお

りますので、その基準は満たして、避難場所には指定しないけれども、避難場所として機

能し得るような設計をしていただくということを強く希望したいと思います。 

 もう一つ、避難場所だけでなくて、少しでもスムーズな避難を行うということも当然考

えていかなければいけませんから、今ちょっと話が出ましたけれども、避難路整備、道路

ですね、これだけ離れていますので、歩道とか階段とか、そういうレベルではなくてちゃ

んとした道路をつくるということだと思いますけれども、そこについても十分ご配慮いた

だきたいなというふうに思います。さっき橋の架け替えの話がありましたけれども、そう

いうことから考えてもこの古川橋というのはシンボルロードに直結して少しでも流れがよ

く、移動ができるような、多分ここはかなりキーになる場所だと思いますので、避難路と

してちゃんと使えるような設計をしていただきたいなということを希望いたします。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 篠沢先生、何かございますか。 

【篠沢委員】 

 牛山先生に何度もいろいろとご指摘をいただいていることでもあるのですけれども、今

回の報告書の検討過程の中では、いろいろな案が出ています。 終的には今この形になっ

ていますが、可能であれば築山と伝承施設や地域振興施設を一体化して、その屋上に避難

ができないかという話や、この施設がもしそういう機能を持たせられないとしたら、別個

に避難ビルのようなものを建てるべきではないかという意見もいただいています。それは、

今後もう少し計画を確定させていく中で、設計の中で、さらに検討が必要なことかもしれ

ませんが、基本的な考え方としては、当初全員がそこへ逃げるための丘の上の高台を想定

していて広い丘が必要だったのを、少なくともこの人たちは高台へ逃がそうと。それから、

海水浴シーズンも今ここには出てないですが、ここの部分は避難に時間がかかるとしたら、
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当初から遊泳を規制するような区域に指定できないか。つまり、ハードでやるのとソフト

でやるのを連携して確定させていきたい。ただ、牛山先生おっしゃるように、それが20年、

30年継続するかということと、例えば避難の訓練をされている市民の方と何も知らずに県

外から訪れる、あるいは国外から訪れる方と同じように避難できるか、ここら辺はまだ課

題ではあるのですが、そういったことを今後も検討しつつ、骨組みとしては、さらにそう

いったものを設計の中でもしっかりと継承し続けて、また検討を引き続き続けていきたい

と思います。 

【中井委員長】 

 牛山先生の言われた避難場所と明示はしないけれども、避難が可能な水準を維持する施

設をここにということは大変大事な意見だと思いますので、それはきっちりと検討を続け

ていただくということかなと思います。 

 ほかの委員の皆さん方もいかがでしょうか、行政委員の皆さんもいかがでしょう。 

 はい、どうぞ。 

【内藤副委員長】 

 今牛山さんが言われたことはとても大事なことです。もともと経緯で言うと土がたくさ

ん余るという話から始まっていて、それだったらここに山を作ろうという話だったのです

けれども、仮に 初１万人という話ですが、これは人数減っていますけれども、１万人ぐ

らいになる可能性だってあるわけです、式典とかで。その人をT.P.21に集めて大丈夫と言

えるかみたいな話もあって、それが土量がどんどん減ってきた段階で、私は避難施設みた

いなものをちゃんとつくる、幾つかつくって逃げられるようにしたほうがいいのではない

かと思います。特に距離のあるところに関してはですね。そうすると、そういうものは今

後の中で出てくるのかなと。ただ、それを計画されている施設と無理やり組み合わせる必

要はなかろうと思います。道の駅とか、メモリアル施設とはなじみがよくない。それはま

たそれで別に考えるという方向だと思います。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 行政側の委員の皆さんいかがですか、市長はもう少し後がよろしいですか。 

【戸羽行政委員】 

 今の牛山先生のお話も本当に我々行政とすれば非常に大事な部分だというふうに思いま

すので。ただ、牛山先生ご存じのとおり、どこまでやれば絶対安全なのというところがや

はり行政からすると非常に迷うところです。あそこに逃げられる場所があるよという認識

の中で、逃げていただいたが、結果的には犠牲者が出てしまったということになれば、こ

れまた違う議論を呼ぶということですから、今後皆さんの知恵もかりながら、また行政は

行政としてしっかり考えていかなければいけないなというふうに思っていますし、今はそ

ういうこともあって、気仙町側に逃げていただくということを今の時点ではそのような想

定をさせていただいているところでございます。 

 ちょっと話を変えさせていただいて、この空間構成の絵を私も数日前に担当から見せて

いただきました。市民の皆さんもこの絵を見れば非常に喜んでいただけるのではないかな

というような絵をかいていただきまして、本当にありがとうございます。やはりどこに手

を合わせるかということになれば、これは東日本大震災、そして津波の被害ということで

すから、広田湾の中心に向かって手を合わせていただくというのが、これは筋だろうとい
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うふうに私もずっと思っておりますので、まず市民の方々もきっと、特に遺族の方々はそ

のように思っているのではないかなというふうに思います。 

 また、この白い薄い線でそれぞれの震災遺構をつないでいただいて、線をかいていただ

いていますが、私はこの公園の意味の一つとして、追悼もそうですが、伝承ということを

考えたときに、今当市でも観光物産協会の方々が中心になって語り部をやっていただいて

います。そういったときに、今後忘れないでほしい、伝承していきたいというときに語り

部さんたちが何でこういうふうになったのだという一つ一つに理由づけをしていただける

と非常に伝わりやすいし、今度はそれを聞いた人から次の日とまた伝えられるような話に

なっていくのだろうというふうに思いますので、こういった一つ一つのものに意味を持た

せていただくということは非常に重要だと思いますので、大変ありがたい提案をいただい

ているなというふうに思っ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した。 

 ほかの行政委員の皆さんいかがですか。 

 もしあれなら、協働ワーキングのほうについてはいかがでしょうか、篠沢先生はずっと

出席されていたということなので、ちょっとご意見やご感想をいただければと思いますが。 

【篠沢委員】 

 今市長からお言葉をいただいて、ちょっとほっとしているところなのですけれども、当

初はどっちを向いて祈ったらいいのかも私たちわからなかったのです。僕が協働ワーキン

グに参加させていただいたのも市民の皆さんがいらっしゃって、そのお話を聞きたいとい

うことが当初の話でした。 

 協働ワーキングでは非常に活発にお話いただいたのですけれども、私がまだ検討の途中

の空間デザインの案を持っていくと、そんなばふっとした……、ばふっとでいいのでした

っけ、ぼさっというか、まだ確定していないアイデアで、アイデアは出しにくいよねとい

うご意見を非常にいただいて歯がゆい気持ちで帰ってきたことが何度もあったのですけれ

ども、非常に前向きに真剣に考えてくださっている。 

 やはりこれから協働ワーキングと空間デザインワーキングではあるのですが、実際には

車の両輪であって、それが 後に報告書で一体になるだけではなくて、日ごろから共通の

話し合いをしながら、私は大分フィードバックをいただいたと思っていますので、それを

お返ししながらやっていくのが非常にいいのかなというふうに思っています。 

 ただ、市民の方々も、私から言うのもなんですが、代表として言うという立場とは言い

にくいと。やっぱり市民の方々、ほかの考えの方もいらっしゃるということなので、恐ら

く４月の説明会であるとか、パブリックコメントといったところでももう少し何らかの積

極的な働きかけをしていくことが大事なのかなと。協働だけではないのですけれども、空

間の課題にも感じておりますので、今後とも連携してうまくやっていこうと思います。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 この協働ワーキングのほうで出されているパークマネジメントというのでしょうか、か

なり画期的というか、今までこういうことをこの規模の公園でやるのは多分初めてなので

はないかと思いますけれども、池邊先生、そのあたりご専門も含めてぜひ一言いただけれ

ば。 
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【池邊委員】 

 ちょっと気になっていたところでございます。ことしが平成27年ということで、 後32年

まで。そこで指定管理を受けてということでございまして、今多分結構一番乗り始めた、

少し乗り始めているところだと思うのですけれども、これからの公園の中で、先ほど市長

様からも語り部というようなお話もありましたけれども、この公園が一方でファミリーと

か、少子化対応、多くの市民の方々が安心して楽しく過ごせるようなという、いわゆる公

園の機能というものを持ちつつも、一方で先ほどお話ありましたけれども、陸前高田全体

の非常に歴史的な集落の持っているさまざまな祭りですとか、郷土芸能ですとか、あるい

は当初本多先生からもいろいろお話のあった高田松原にかかわる歌碑ですとかいろんな文

化的なもの、そういったものを管理運営とか、イベントの中でうまく入れていきながら、

やはり文化的にも格調の高い、単純にでき上がってみたら普通の記念式典はやるけれども、

通常は一般利用だけだったというよりは、やはりこの陸前高田の文化を子孫に継承できる、

そういった機能をうまく入れ込んで、そういったところをテーマ設定していただける、そ

ういうところの担い手に語り部の方にも参加していただいたりするような、そんなシステ

ムがもしできれば非常にすばらしいパークマネジメント……、今までバークマネジメント

というとワークショップやってという感じでできてしまっているのですけれども、やはり

その地域の歴史だとか、もちろん東日本のいろんな被災の方々のお気持ちですとか、ある

いはそれをまた今後の発展に持っていくための祭りだとか、そういうものも全部ここにう

まく取り込めて、特にかさ上げの時期は、例えばけんか七夕なんかもできませんので、で

はそれをここでミニイベントとしてそんなものもできるとか、そんな形で５年間をうまく

皆さんの心をつないで32年を迎えるというような仕組みが必要なのではないかと思います。 

 以上でございます。 

【中井委員長】 

 広田先生、どうぞ。 

【広田委員】 

 まさに私なんかがイメージというか、こうあったらいいなというようなのをまさに代弁

していただきまして、もうおっしゃるとおりです。 

 先ほど既に100以上の団体、グループを挙げたというふうに申し上げましたけれども、そ

の中には当然歴史とか、文化関係の方も入っていますし、それからもちろん語り部の方も

入っていらっしゃるので。 

 先ほど来年度からテーマごとのワークショップで、さっきスポーツと出しましたけれど

も、もちろん歴史とか、祭りとかというテーマでそういう方々に声がけして入ってもらっ

て、そこで何ができるか、どういうことがしたいか、そのためには公園としてはこういう

しつらえというか、あったらいいのではないかということを出してもらおうというふうに

一応考えています。 

 そういう意味で、非常にチャレンジングではあるのですけれども、オープンのときに完

全な形ができていなくても仕方がないかなという一種のあれもありまして、こういうみん

ながかかわれる、みんなが管理にかかわっていくような公園というようなひな型が少なく

ともつくる必要があると思うので、オープンのときが完成形ではなくて、その後も成長し

ながらしていけるような、ただ基本的な組織設計というのですか、そこをきちんとできれ

ばいいかなというふうには思っています。 
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 七夕についても、ことしかさ上げ地ではもうできませんから、ことしは公園でもできま

せんけれども、公園でそういった将来的にはできるといいなという話も出ています。ただ、

七夕は基本的には人が住んでいるところを門付けして回るというものなので、公園ではや

らないよと篠沢先生も突っ込まれていましたけれども、池邊先生おっしゃるような形で進

められればいいなとは思っています。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 貴重なご意見いろいろといただきました。特に空間デザインについては、１つは避難施

設の問題ですね。それから、今回検討した部分以外の部分というのでしょうか、古川沼よ

り東の部分、それからさらに中心市街地とのつなぎの部分、こういったところはまだ検討

課題として残っているということですので、そこは課題は課題として設計の段階に入る中

でまた詰めていかないといけないことかというように思います。 

 それから、協働デザインにつきましては、私ちょっと言いましたけれども、パークマネ

ジメントとしてはかなり画期的なもので、特に営造物公園というのでしょうか、それのパ

ークマネジメントにとどまらずに、もう少し中心市街地とのかかわりとか、まち全体との

かかわりですとか、あるいはこれ岩手県の公園ですので、岩手の他市とのかかわり、そう

いったところにもぜひここは手足を伸ばしていける本当に貴重な部分だと思いますので、

こちらのほうも引き続きのご検討をお願いできればと思いますけれども、とりあえずはご

説明のあった事務局案を基本としつつ、事務局のほうで頂戴した意見を検討していただき

ながら基本計画のほうに反映していただくということで、確認につきましては委員長、副

委員長並びに幹事の両先生にご一任いただくということでよろしゅうございますでしょう

か。 

 

（「はい」の声あり） 

 

【中井委員長】 

 それでは、そのようにさせていただければと思います。それがある程度反映されている

という前提で、続きまして基本計画の素案について事務局よりご説明をお願いしたいと思

います。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 それでは、基本計画（素案）についてご説明いたします。資料４をご用意いただければ

と思います。 

 これは、本日の議論を本当は踏まえなくてはいけないところはありますが、今後修正事

項もあり得るというようなことで素案としてまとめたものでございます。時間も限られて

ございますので、多少はしょるところもございますが、ご容赦いただきたいと思います。 

 まず、見開きのところが「はじめに」ということでございます。この基本構想、基本計

画はどういった形でつくられたかというのをまとめたものでございます。あと委員会の名

簿でございます。それと目次でございます。 

 まず、１ページから２ページにかけましては計画区域やその概要でございます。その中

に国営追悼・祈念施設の閣議決定についても触れているところでございます。 

 ３ページからでございますが、ここから３ページからずっといきまして、見開きの13、
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14ページまでは昨年度検討いたしました基本構想をそのまま位置づけてございます。この

公園の基本理念や基本方針、あと昨年度ご議論いただきました利活用イメージですね、こ

ういうイメージ、こういったものはそのまま基本計画でも踏襲するという形で再掲させて

いただいてございます。 

 13ページの曼荼羅図も、また14ページの俯瞰図のほうも基本構想のものをそのまま使わ

せていただきました。 

 15ページから基本計画の中身のほうになります。まず、空間構成計画なのですが、基本

的な考え方として空間イメージを落とし込むというような作業を第１回、第２回委員会で

ご説明いたしてございます。それが15ページ、16ページの内容でございまして、それを受

けまして、17ページの見開きで、先ほど篠沢先生のほうから説明いただいた空間構成とい

う形につなげてございます。 

 また、19ページから、先ほど篠沢先生から説明いただいた空間の考え方を同じ資料を用

いまして説明させていただきまして、またまとめとしまして空間の配置計画ということで

築山、広場空間、また祈りの場へいざなう空間、逍遙空間、また伝承空間ですね、あと復

興への意思と力を発信する空間というのを記載してございます。それら記載した内容が先

ほど篠沢先生から説明いただいた資料と同じものを23ページのほうにつけているというよ

うなことでございます。今回の委員会の意見も踏まえまして、修正した部分はこういった

形で基本計画にも反映していくというようなことでございます。 

 続きまして、25ページからでございます。今回ご議論がございました安全確保について

でございますが、今回の公園は二線堤を越流して浸水する区域に位置するということです

ので、区域全体を避難対象区域として、先ほど議論がありましたように高田地区、もしく

は今泉地区のかさ上げ市街地に避難するということを基本として考えてございます。また、

牛山先生からもお話がございまして、計画条件を明示すべきだというようなことがござい

ましたので、25ページの下に想定する津波、また避難時間、避難可能距離というものを記

載してございます。 

 26ページでございます。その避難施設の整備方針として、先ほどお話しした高田地区、

今泉地区の市街地に行くための避難経路を確保するということと、またそのための誘導サ

インの設置とか、ランドマークの設置などにより方向や経路の明確化を図るということを

位置づけでございまして、そのイメージ図をつけてございます。また、市のほうで避難マ

ニュアル等を作成中でございますし、また防災計画の改定も予定していますので、今後そ

れとも整合を図りながら検討していくという整理とさせていただいてございます。 

 27ページでございます。市長からもお話がございました教訓の伝承ということでござい

ます。ここは岩手県の三陸沿岸道の延伸により玄関口としての重要性がより高まるという

ことでして、三陸沿岸地域の震災伝承ネットワークを形成するゲートウェイとしての役割

を果たすことが期待されているということで、そこのさらにここで震災遺構もございます

し、また防潮堤や奇跡の一本松も残っているような、そういうところでございますので、

こういったポテンシャルを生かした教訓の伝承を進めていくということを位置づけてござ

います。ここが市が中心市街地に整備を検討しております（仮称）一本松祈念館とも連携

しながら、震災津波伝承施設を整備いたしまして、今回の教訓の伝承、また防災文化の伝

承を図っていくというようなことを位置づけてございます。 

 続きまして、28ページでございます。震災遺構の扱い方でございます。基本的な考え方
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としては、震災遺構として保存していくということで、基本的には外部からの見学を基本

としつつ、一部可能な範囲で内部を観察できるようにすることも検討していくということ

でございます。また、区画整理のかさ上げ工事で街並みが失われていくわけでございます

が、公園区域内の一部でかつての街並みが多少残されているところがございます。特に大

船渡線の踏切跡などはかつてのまちの遺構としても有効でございますので、こういったこ

とも可能な範囲で保存活用を検討するということ、またベルトコンベアみたいなものが今

観光資源にもなっているわけでございますが、そういったものも活用を検討するというこ

とを位置づけてございます。 

 29ページでございます。名勝高田松原の復旧・再生ということでございます。これは県、

市の教育委員会さんのほうにもご協力いただきまして、また文化庁からもアドバイスをい

ただきまして、この公園の基本計画のほうに位置づけさせていただきました。（１）が名勝

の本質的価値を構成する要素ということでございまして、名勝指定の理由と、また名勝で

はございますが、津波の災害で被害を受けて、そのために再生がなされてきたということ

も本質的価値の一部ではないかということを書いてございます。その復旧・再生の基本的

な考え方として、①から④まで整理してございます。１つは、『壮大優美な松原』の復旧・

再生ということで、松林、砂嘴、砂浜を復旧・再生を図っていくということと、松林の面

積が減少するということもございますので、背面盛り土への松の植栽により規模を確保す

るといったことも位置づけてございます。 

 また、『山紫水明の景勝地』の復旧・再生ということでございまして、視点場からの風致

景観を再生するということ、また視点場を古地図、古絵図などをもとに特定しまして、今

後経過観察をして維持管理に反映させていくということを位置づけてございます。 

 また、『清浄で林内逍遙適地』の復旧・再生とございますので、これも公園の中で逍遙空

間を整備していくということ、また名勝指定以前から地域住民による松原を守り育てる活

動が行われてきたことも本質的な価値の一つであるということで、地域住民とともに守り

育てていくということも位置づけてございます。 

 30ページがそれを図にあらわしたものでございます。 

 31ページでございます。植栽及び自然再生ということでございます。古川沼の再生とい

うことでございまして、基本的な再生目標としてチリ地震以前の1950年代から1960年代ご

ろの古川沼への再生を目指すということを基本とするということを整理してございます。

また、背面盛り土でございますが、先ほど松の話もございましたが、ここが国営追悼・祈

念施設に直面する大きな存在であるということと、海からの至近距離にあるということと、

名勝再生の観点ということもございまして、そういうことを踏まえた植栽を行っていくと

いうことを考えてございます。また、海から高台市街地も含めましたこの公園の位置づけ

を考えまして、場所に応じた植栽をしていくということを整理してございます。 

 続きまして、32ページでございます。中心市街地の連携でございます。シンボルロード、

またシンボルロード横の川原川沿いの空間、また景観形成、ソフト面での連携と４つ位置

づけてございます。シンボルロードは、この公園を整備するというようなことを書いてご

ざいますが、シンボル性のみならず、避難路としても整備していくということを位置づけ

てございます。 

 また、シンボルロード沿いの川原川沿いの空間が極めて重要でございますので、中心市

街地と公園を有機的に結ぶ緑地空間として整備していく、またその際に残った市道敷の活
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用なども念頭に置きながら動線を整備するということを位置づけてございます。 

 また、景観形成といたしまして、この公園と市街地の境界部の法面とか、そういったと

ころの植栽などで影響の緩和といったことも位置づけてございます。 

 また、先ほどもお話がございましたイベントなどですね、そういったことも位置づけて

ございます。 

 33ページから管理運営方針でございますが、これは先ほど協働ワーキングでの議論内容、

また資料の内容を落としたものでございますので、説明のほうは省略させていただきます。

それが36ページ、37ページの図、38ページの図で同じものでございます。 

 後、39ページでございます。今後の検討事項として６点まとめさせていただきました。

まずは防災ですね、地域防災計画を踏まえた公園利用者の避難のあり方、２番目は名勝で

ございます。天端からの景観、市街地からの公園の見え方や道の駅も含めたトータルの景

観形成、３番目が今回の委員会でも議論になりました犠牲になられた刻銘碑とか、石碑の

あり方ですね。あとまさに協働ワーキングで行っております協働による管理運営体制、５

番目が新しい市街地や住宅の整備にあわせたまちと公園との連携した整備あり方、あと６

番目が今回もお話がございました段階的な整備のあり方というものでございます。こうい

ったものをここに書く、書かないは別として、今後公園の整備、またまちづくりと連携の

中でやっていかなくてはいけないことではございますが、改めて今後の課題という形で明

記させていただきました。 

 また、一番下のところに、今後また今回の国営施設周辺のところも土量などでさまざま

に条件が変わる中で整理してきたという経緯もございますので、今後の検討の進捗にあわ

せて変更するところも出てまいるということを想定して、必要に応じて適宜見直しを行う

ということも入れてございます。 

 以上で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。 

 基本計画の素案ということでございまして、ご説明ございましたけれども、 初の前半

部分についてはほぼ昨年度検討いたしました基本構想をそのまま入れておりまして、その

後、空間ワーキングでご検討いただいた内容があり、具体的には25ページぐらいから32ペ

ージぐらいまでがこの基本計画で出てきている内容ということです。 

 それから、33ページの管理運営方針はご説明ありましたように協働ワーキングの成果が

そのまま入っておりまして、 後の39ページの今後の検討課題。したがいまして25ページ

から32ページまで、それから39ページ、 後のページの今後の検討課題、そのあたりにつ

いて、そのほかのところは一応会議の中で検討させていただいているという、そういう仕

切りだと思いますので、特に今申し上げたようなあたりでご意見がございましたら、ぜひ

この場でお願いをしたいと思います。 

 それから、 初の「はじめに」というところも新しい部分ですね、ここも含めてという

ことでしょうか。 

 それでは、どなたからでも結構です。よろしくお願いします。 

 本多委員、どうぞ。 

【本多委員】 

 私からは、公園の基本方針の中の第６項の歴史的風土と自然環境の再生という点につい
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てですが、先ほど広田先生もお話ししておりましたけれども、高田の名勝としての価値の

再生の中では、どうしても欠くことのできないものであると思っております。 

 具体的なことといたしましては、高田松原は石川啄木とか、高浜虚子とか、いろんな文

人の歌碑・句碑がありましたし、その他顕彰碑含めて全部で８基ありました。歌碑が２、

句碑１、それから顕彰碑が５つ、寺院もあったわけですけれども、すべて流失してしまい

ました。 近博物館に電話が来るのは、これらはどうなったのでしょうかという問い合わ

せです。先日は、松原地内にあった妙恩寺という日蓮宗のお寺について、その関係者と思

われる方から電話がありまして、私の先祖がかかわっているみたいですがどうなったので

しょうかということでした。松原の歴史、文化にかかわる関係者が全国にいるのだなとい

うことをつくづく思い知らされました。 

 それで、植栽及び自然の再生、古川沼の再生ということが書いてありますけれども、歴

史・文化の再生ということについて、計画に中に一言入れたほうがいいのではないかと思

いました。震災後の動きとしての例としては、石川啄木の場合は、１代目は高田町内の氷

上神社の前に「命なき砂の悲しさよ・・」があります。２代目が今回流失して見つかって

おりません。ただ、拓本として救出されて、博物館で保管しております。３代目が情報館

のところに建立されております。関係者から聞くと、将来は高田松原地内に移築したいの

だという希望を述べておりました。石碑は公的な機関が再建するということよりは、地域

の有志の人たちが募金したりして建てるという例が多いのですけれども、そういう部分で

の再生というのはどのように進めればいいのかということを思っておりましたので発言さ

せていただきました。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 現時点でどうでしょうか、事務局のほうで。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 本多先生から言われたことはちょっとまだ検討が十分ではないところがございましたの

で、今後の検討課題の③には入れさせていただいたのですけれども、先ほどお話しした名

勝の要素でもあるというようなことも考慮しまして、可能な範囲での記述の追加はしてま

いりたいと思ってございます。こういった石碑とかをどこに置くのかということはこの大

きな空間の話の後でないと多分議論できないところがございまして、ようやく大きな空間

のところが整理し終わったというのが今の状況でございますので、今後そういったものも

見えてくるかと思ってございます。 

【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。 

 牛山先生。 

【牛山委員】 

 また避難に関連のお話なのですけれども、図―11のところ、26ページですね、公園の範

囲でどのあたりからどっちのほうに逃げると、これイメージだと思いますけれども、これ

がどういう根拠でこういう絵がかかれたかというのが示されて、これは明快だと思います。

こういうのは前提をどう置くかによって幾らでも話は変わってしまうので、どんなやり方



 

- 22 - 

にしなければいけないとか、そういうのはいろいろ言っても不毛だと思いますので、ここ

ではこうしましたよというふうに示してあれば、私はこれはこれでいいと思います。 

 ただ、ちょっと注意しておかなければいけないなと思ったのが、さっきもちょっと議論

になった西側の一画ですよね、ここからは今泉のほうに避難するというお話になっている

と。これは、私自身はこれで別に全然いいと思います。全然いいと思うのですけれども、

一般的に津波からの避難で、海沿いの橋を渡るとか、そもそも川の橋を渡るというのはや

らないのですよね。私はここの場合であれば、これがむしろモアベターだと思いますので、

全然いいのですけれども。それは、これはおかしいとか、間違っているとか言い出す人が

きっといると思いますので、そこはちゃんと理論武装をしておいたほうがいいと思います

し、その理論武装の話だけではなくて、実際にこういうちょっと冒険的な避難をするとい

うことであればやはり少しでも安全性の確保ということは考えておかなければいけないと

ころだと思います。 

 これは公園の中の設計の話ではないので、いろいろ厳しいかなとは思うのですけれども、

例えば水門沿いのところに管理道路があって、そこを避難路として使うことになるのだと

思いますし、あとは気仙大橋は歩道か何かを使おうということになると思うのですけれど

も、少しでも広く通れるようにするとか、少しでも多くの人が通行できるような、もし設

計上の配慮ができるのであれば、そういったことも考えていただけるといいなと、公園の

中の設計の話でいえばそれら２つの橋のところに少しでもスムーズに人が流れるような道

の形とか、そういうものを配慮いただくとか、さっきの話と一緒なのですけれども、当然

ここに人がいる、結構人が集まってしまう、そこでもしかすると地震があるかもしれない

ということは考えられることですから、そのときに少しでもスムーズな移動ができるよう

にいろいろ準備をしておくと、そこは要配慮なのかなと思います。 

 これはもしかするとさっきの協働ワーキングの話のところで言うべきだったかもしれま

せんが、そういうことも考えますと今後の公園の管理というところのさっきの丸い枠組み

の中に避難計画とか、そういったことにかかわる人というか、この場合だと市の防災関係

の部署ということになると思いますけれども、場合によるとあえて幅を広げるとしても避

難誘導に当たる人とかかもしれませんが、そういう避難関連の仕事を取り扱う人もこの議

論の中に加わっていただくようにするのがいいのではないの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した。 

 まだよろしいですね。 

 池邊先生お願いします。 

【池邊委員】 

 ３点ほどございます。 

 ページ数、 初のほうからまいります。ちょっとだけ気になった言葉で、この言葉を使

うかどうかという判断です。４ページの３の１の１でございます。パラグラフで言います

と３パラグラフ目、「失われたおびただしい」という言葉でございます。「おびただしい」

という言葉はもちろん悲惨というか、そういった意味では正しくその状態を示した言葉で、

これ中世から語源のある言葉だというふうに聞いておりますけれども、この公園の中で再

びこの「おびただい」という被災地の方々から見るとその状況を思い出すような言葉を入

れるかどうか、非常に多くのとか、そういう平易な「膨大な」とか、平易な表現でも通る
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のであれば「おびただしい」という言葉はもし避けられるのであれば避けたらどうかとい

うことが一つございます。 

 それから、２つ目でございますが、２つ目は植栽のところでございます。31ページの植

栽及び自然再生のところでございますけれども、ここに郷土種の使用と郷土景観の再生み

たいな形で、もちろんこの広場自身はある種の都市的な、あるいは鎮魂という意味で周り

の自然とは違った雰囲気でもいいと思うのですけれども、やはりこれだけ高台移転地ある

いはかさ上げ地、地元の方々からもさまざま昔の風景が失われてきたというお話もござい

ますので、林地の部分のところに郷土種を使用していただければと思います。 

 昨年私どものほうでも年中行事、陸前高田で調べさせていただいたのですけれども、そ

の中にも各種の植物を用いて皆様方がおつくりになったりするものの行事がたくさんござ

いまして、そういうものがやはり今回それを採取する場所さえもなくなっているようなと

ころがありますので、そんなところもワークショップなんかで昔やっていた風習なんかも、

昔というか、被災前までやられたところも多くありますので、そんなもので郷土景観、郷

土種の使用みたいなことを入れていただければと思っております。 

 それから、 後に今後の検討課題のところで名勝の部分を（２）では入れていただいて

いるのですけれども、私の所属している名勝審議会で一番問題になるのは今回新しくつく

られることになった祈りの場がやはり名勝区域に入りますので、設計がある程度まとまっ

たときに、これ年２回しか審議会がございませんので、急ぎだとことしの10月ごろですか

ね、それを逃してしまうと来年の５月という、非常に何かあれになってしまうのですけれ

ども、県の教育委員会の方と一緒に設計案をどんどん文化庁に持っていっていただいて、

こんな案でということで、もちろん新しい整備をやっているところ多々ございます。私が

やっている今世界遺産になった白糸の滝なんかでも新しいコンクリートの橋、三十何メー

トルのコンクリートの橋とかを建てたりしている事例もございます。ただ、それが景観的

にいかに影響がないかとか、そういう配慮をしたかとか、そういうところについてかなり

工夫が要りますので、ぜひとも検討課題の中にそれを入れていただければと思います。 

 以上でございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 広田委員、どうぞ。 

【広田委員】 

 先ほどの本多先生のご意見の追加なのですけれども、考えてみれば松原だけではなくて、

この公園の区域内にはいろいろ細かな歴史、文化的な素材というか、もう流されてなくな

ったやつもあるのですけれども、池邊先生のほうでかなり調べられていると思うのですけ

れども、そういうのが結構あったわけで、それを考えるとこの基本計画の構成の中で空間

構成計画の中で、遺構については教訓の伝承で拾われるし、自然系は６番の植栽及び自然

再生で拾われるのですけれども、その歴史文化的なものの再生というのは、何か一つ項目

としてあってもいいのではないかなというふうにちょっと感じたのですけれども、いかが

でしょうか。余り書くことはないかもしれませんけれども、項目出しぐらいはしてもいい

のではないかという感じはちょっとしました。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 
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 事務局いかがですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 歴史、文化的なものの再生の検討は今年度の検討では十分ではなかったというところは

確かにございます。正直どこまで書けるかというところかなとは思うのですけれども、先

生方のご意見もありましたので、少し考えてみたいと思います。 

【中井委員長】 

 今広田先生が言われたことは、実は昨年度も震災の遺構だけではなくて遺物というので

すか、そういうものも含めて少し幅広めに見ていったらどうかというお話はあったかと思

うので、28ページに震災遺構のところは建築物とその他になっているのだけれども、その

他のところをもうちょっとちゃんと項目分けして書くなりというようなイメージかなとち

ょっと思ったので、それまた事務局のほうで検討させていただければと思います。 

 ほかに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】 

 １つだけ質問させていただきたかったのですけれども、先ほど避難のビルディングとい

う話もちらっと出たりとか、あと石碑を設置するという話が出たとか出たりしております。

行く行く公園の中にそういうふうな形でいろんな形、例えば建物を建てるであるとか、あ

るいはそういった設備を復活させるとかというようなことがどの程度自由にできるのだろ

うかというのが少し気になって、国及び県の公園なのですけれども、そういったものとい

うのはどういうプロセスを経て決めていくことができるのだろうかということに関しても

しわかればお願いします。 

【中井委員長】 

 これは大事な将来の話なので、事務局からまずお答えをいただきましょうか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 来年度以降なのですけれども、国営追悼・祈念施設は国のほうで、また県のほうでは県

の公園というのが基本でございます。また、市の災害復旧というところも出てまいります

が、そういった役割分担の中で当然財源といったものもございますので、つくりたいと思

ったからつくれるというものでもちょっとないところはございます。その中で、必要な施

設を配置していくということでございます。基本的にはそういった形になります。 

 プロセスのところでしょうか、ご質問のほうは。 

【中井委員長】 

 そうですね、 終的には公園管理者がある程度権限を持って決めることに多分なるとは

思うのだけれども、そこに至るまでに施設のあり方だったり、物の置き方だったり、そう

いうことについて多分協働ワーキングの将来形みたいなところでは議論の俎上に上るので

はないかと思いますけれども、そういうことはどういう関係に公園管理者のほうとなるか

というようなところだと思いますね。 

 はい、どうぞ。 

【五十嵐行政委員代理】 

 事務局のほうもなかなかお答えに苦労をしているようなので、私のほうから一般の公園

論ということでお話をさせていただくと、やっぱりこの公園の基本計画へ戻ってくるとい

うことだと思います。物の大きさによっては、この種の計画の見直しというか、審査委員



 

- 25 - 

会みたいなものをもう一度つくって有識者にお集まりいただいて意見をもらうこともある

のでしょうけれども、基本的にはこの計画と来年度以降つくられる基本設計というものに

立ち返って、そこにどういう形で記載をされていて、その空間の位置づけの中でその施設

が許容されるかどうかというのを公園管理者が判断していくということなので、やっぱり

ベースはここへどう書かれているかということへ戻っていくというふうにご理解をいただ

ければよろしいかと思います。 

【中井委員長】 

 今のお答えですと、やっぱりここに書き込まれているということがとても大事だという

ことですね。 

 はい、どうぞ。 

【広田委員】 

 そうだとすると、協働ワーキングの中のワークショップもさまざまな利活用のアイデア

が出ているわけで、仮設の屋台であったりとか、仮設的ないろんなものを設置する必要が

出てくるような利活用方法もあるわけですよね。恒久的な施設というのは余りなかったか

なと思うのですけれども、そういうのは今のこの基本計画の中だと、そこはそういうのは

読めるのかなと逆にちょっと不安になったのですけれども、どうなのでしょうか。 

【中井委員長】 

 はい、どうぞ。 

【五十嵐行政委員代理】 

 いろんな催し物だとか、時期的、季節的な仮設というのはまたこの後につくられるであ

ろう管理運営計画などに記載、その中でまたもう一度議論の場もありますし、そういうも

のは具体的にこういうものというのが出てこないとなかなか恐らく公園管理者のほうでも

判断できないので、そこはケース・バイ・ケースになってしまうのだと思います。いずれ

にしろ今おつくりいただいているのは、基本的にどちらかというとハードからアプローチ

させていただいているのですけれども、先ほどちょっと池邊先生もおっしゃっていました

けれども、恐らくパークマネジメントあるいはエリアマネジメントの観点で、この後管理

運営計画が引き続ききちんとしたものをつくらないとどっちみちオペレーションできない

ので、その中でももう一度いろんなご意見をいただければ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。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ、美濃部さん。 

【美濃部行政委員】 

 資料２―２で３つの橋梁の整備方針をまとめていただいて、こういう委員会というのは

時として財源のことを無視して絵をかく場合が多いのですけれども、財源のこともちゃん

と考えていただいてやっていただいていますが、これ避難のために使う重要なものでもあ

るのですが、この基本計画には全然反映されていない状態です。これは、公園としてつく

る施設ではないので書かなかったのか、もう少し調整が必要で検討が必要だということで

余り書いてないのか、ちょっとその辺教えていただければと思います。 

【中井委員長】 

 事務局お願いします。 
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【東北地方整備局都市調整官】 

 川原川３橋梁につきましては、基本計画の問題というよりはそれぞれが災害復旧事業で

も行うということが前提でありまして、その中でこの公園としても極めて重要な橋梁です

ので、災害復旧という制約の中、どのようにやっていくかということを有識者委員会、特

に空間デザインワーキングの中で並行してご議論いただいた結果を今回ご報告していると

いうことでございます。ですので、基本計画にこれを記載するにはちょっとディテール過

ぎるというようなところがございまして、基本計画にはこの復旧方針を入れていないとい

う、そういうような整理でございます。 

 逆に言いますと、県といたしましてはリアルタイムでやっていかなくてはいけないこと

ではございますので、有識者委員会にかけながら進めているということでご理解いただけ

ればと思います。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 どうぞ、先生。 

【池邊委員】 

 先ほどちょっと言い忘れました。ワーキングの中で、今回祈りの場が高田の松原のほう

に出てきたことによって、以前保安林事業とか海岸保全事業ではなかなかいい対応ができ

ないというようなご回答を県さんのほうからいただいていたのですけれども、やはりさっ

き内藤先生がお話しいただいたようにＶＩＰの方、あるいはもちろん遺族の方という意味

では、この祈りの場所の周辺の松林の風情、まさに逍遙な雰囲気というのでしょうか、そ

ういうものの大事さというものを今回ちょっと公園の中で新たにポイントとなりましたの

で、ぜひとも県のほうでは、そこら辺に対する対応をお願いできたらと、これはお願いベ

ースでございますが、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。 

 では、副委員長から一言いただけますか。 

【内藤副委員長】 

 特にありません。大きい方向が決まってきた感じでちょっとほっとしております。 

 先ほどちょっと池邊先生から祈りの場の話が出ましたが、あれは防潮堤の委員会にもか

けないとまずい話なので、その辺は協議が必要かなというふうには思っています。それを

ちゃんとやって、後でいろいろ問題が起きないようにきっちりと計画を進めていただけた

らというふうに思います。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 あらかじめお約束している時間も近づいてまいりましたので、少し 後に行政委員の皆

さんからもお願いをできればと思います。 

 まずは、陸前高田市の市長からお願いできますでしょうか。 

【戸羽行政委員】 

 皆さん、本当にお忙しい中を集まっていただいてありがとうございます。 

 今内藤先生からもお話があったように大きな方向性が見えたということで、一気に前に



 

- 27 - 

進ませていただいたかなというふうに思います。ただ、きょう皆さんからそれぞれご指摘

があるように、いろんな課題はまだまだあるなというふうに思っていますし、私としては

一番心配なのは管理運営体制、これを絵にかいたもちを書くのは簡単なのですが、現実に

は非常に難しいなと。それから、管理にお金がかかるわけですから、それをどうやってお

金がかからないように市民参加でやっていくかということをこれから具体的に話をしなけ

ればいけない。 

 陸前高田の場合は、例えば「北限のゆず研究会」というのがあります。そういった人た

ちに例えば一定の面積をお貸しできるとかということがあれば公園の中にゆず園があって、

そのかわりあなたたちここ全部管理してよということでやっていくとか、そういう少し斬

新的なアイデアを通させていただけるようなことも必要なのではないかなというふうに思

ってございますので、ぜひこれからまた課題についてはご議論させていただきたいと思い

ます。ありがとうございます。 

【中井委員長】 

 岩手県さんのほうはいかがでしょうか。 

 はい。 

【佐藤行政委員】 

 県土整備部長の佐藤でございます。復興祈念公園につきましては、平成24年度に県と陸

前高田市さんのほうで構想会議というものを立ち上げて以来、先生方には３年になります

けれども、さまざまご議論いただきまして、ようやく設計に入れる段階までのかなり具体

的な空間というものが今回示していただけたというふうに思っております。改めまして、

これまでの取り組みに感謝を申し上げます。 

 一方で、 後のほうに議論出ましたけれども、これを具体化していくためには我々、国

も一緒ですが、そして陸前高田市さんも一緒ですけれども、具体的な財源、事業を持ち込

んで形にしていくという段階が来ます。現実にはそれぞれの事業でさまざまな制約がある

中でやっていかなければなりませんので、そういう意味ではこの基本計画はやや細かいと

ころというか、足りないところがあるように見えるかもしれませんけれども、たぶんこれ

をベースにというか、このぐらいの書き込みで我々はやっていけるのだろうというふうに

思っております。そういう中で、広田先生のほうから協働ワーキングの中でさまざまお話

が出ているというようなことについては、基本計画とは別なベースの、さらに別なステッ

プの中で民間の方に参加していただくやり方とか、そういうことで本当に多くの方に参加

していただきながらつくっていく公園、基本構想のときからこれお話出ているわけですけ

れども、計画段階あるいはつくる段階、管理段階、さまざまな形で多くの方々にかかわっ

ていただいて、恐らくここが完成というようなことがないような形の公園づくりが進んで

いくのだろうというふうに思っております。 

 さまざま課題ありますけれども、大きな形が見えてきたということで、引き続き先生方

のご指導をいただきながら具体的な設計に、あるいは今後の管理形態等について具体的な

検討を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、基本計画の素案についての意見交換はこれぐらいにさせていただきまして、
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本日各委員からいただいたご意見十分に踏まえて、今後予定しておりますパブリックコメ

ントにかけていくことといたします。若干意見を頂戴した上での対応がございますので、

これは委員長に一任ということでよろしゅうございますでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。そのようにさせていただきます。 

 それでは、簡単に今後の予定について事務局よりご説明お願いいたします。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 今後の予定でございます。資料１の４ページにお戻りいただければと思います。ほとん

ど書いているわけではないのですが、本日いただいたご意見踏まえまして、基本計画素案

の修正を行います。それほどたくさんの修正ではなかったと思ってございますので、それ

で年度明けでございますが、４月以降パブリックコメントとして市民、また県民、また広

く国民のご意見を伺うという手続を入れたいと思います。また、４月19日の日曜日でござ

いますが、市民説明会を陸前高田市で開催するということを決めてございますので、その

際にこの基本計画の素案、主にデザイン的なところが主になるとは思いますが、説明して

まいりたいと思ってございます。 

 また、今後の業務体制でございますが、４月以降、予算成立後に東北地方整備局に東北

国営公園事務所というものが設置されますので、今は本局の建政部のほうで行っているの

ですけれども、こういった手続につきましてはそこの事務所のほうで行っていくという予

定で考えてございます。 

 私からは以上でございます。 

【中井委員長】 

 それでは、何か今のご説明でございますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

【中井委員長】 

 なければ、東北地整建政部から一言何かいただけますでしょうか。 

【東北地方整備局建政部長】 

 後のまとめという趣旨で。 

【中井委員長】 

 はい。 

【東北地方整備局建政部長】 

 ありがとうございます。時間を頂戴いたしました。 

 今年度夏からということで３回の委員会、それから各ワーキンググループいろいろとご

指導賜りました。ありがとうございました。何とか先生方に大所高所からご議論いただい

て、うまく方向性を出していただけたかなというふうに思っております。 

 これからも、きょういただいたご意見をどうこなすか、あるいは細かい設計なりの話、

それから管理運営ということで大きな課題が引き続き残っておりますけれども、努力して
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まいりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。 

 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、大体これで会議は終了ですけれども、来年度以降設計ということになります

ので、そこにぜひ生かしていければと思っております。 

 ２年間にわたりまして基本構想から今回の基本計画ということで、ようやく公園の中心

的な部分については空間のイメージも見えてきて、また今後の管理運営の体制についても

大きな骨組みというのでしょうか、そういうものが見えてきたように思います。これから

具体的な設計というところに入ってまいりますが、設計はやっていく中でいろいろなまた

調整事項が出てくるのが一般的なので、そこで国からのご発言もございましたけれども、

やはり基本計画に立ち戻りながらやっていくということになろうかと思います。その意味

で、この基本計画しっかり議論していただいて、まずまず合格点がいただけるようなもの

ができたのかなというように思っておりますので、今後パブリックコメントあるいは市民

説明会ございますけれども、そういった中でまたいただいた意見を反映させながら、 終

的な詰めに生かしてまいりたいと思います。皆さん方には２年間にわたりましてどうもあ

りがとうございました。 

 

４．そ の 他 

 

【中井委員長】 

 それでは、 後に事務局より何かございましたらお願いをしたいと思いますが。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 特にありません。 

【中井委員長】 

 なければ、進行を事務局にお返しします。 

【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。 

 

５．閉  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３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０２分） 


