
高田松原津波復興祈念公園　基本計画

平成２７年８月

【新旧対照表】



－
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等　名簿下段
原文

－
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等　名簿下段
修正文

（記載なし） （追記）平成27年3月現在

Ｐ3 ２．基本理念　第２段落　原文 Ｐ3 ２．基本理念　第２段落　修正文

　東日本大震災は、広域にわたり甚大な被害が生じた未曾有の大災害でした。岩手県では死者・
行方不明者合わせて約6千人が犠牲となり、中でも陸前高田市では約　2千人もの犠牲者が生
じ、県内最大の被災地となりました。また、高田松原は、津波により砂州と松がほぼ全て消失した
ことで、風景は一変しました。このような中、一瞬にして失われた7万本の松から1本だけ生き残っ
た松は「奇跡の一本松」として復興への希望の象徴となり、岩手県民だけでなく国内外の多くの
人々を勇気づけてきました。

　東日本大震災は、広域にわたり甚大な被害が生じた未曾有の大災害でした。岩手県では死者・
行方不明者合わせて約6千人が犠牲となり、中でも陸前高田市では約　2千人もの犠牲者が生
じ、県内最大の被災地となりました。また、高田松原は、津波により砂州とマツがほぼ全て消失し
たことで、風景は一変しました。このような中、一瞬にして失われた7万本のマツから1本だけ生き
残ったマツは「奇跡の一本松」として復興への希望の象徴となり、岩手県民だけでなく国内外の多
くの人々を勇気づけてきました。

Ｐ4
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（１）基本方針
　２）東日本大震災の被災の実情と教訓の伝承　第２段落　原文

Ｐ4
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（１）基本方針
　２）東日本大震災の被災の実情と教訓の伝承　第２段落　修正文

「東北地方太平洋沖地震に係る人的被害・建物被害状況一覧」（平成27年2月28日現在）（岩手
県総務部総合防災室）より引用

「東北地方太平洋沖地震に係る人的被害・建物被害状況一覧」（2015年（平成27年）6月30日現
在）（岩手県総務部総合防災室）より引用

　当公園には、今回の震災で被災した市街地や、約7万本の松と約2kmにわたる砂州の大半が消
失した高田松原があるだけでなく、「タピック45」「下宿定住促進住宅」「気仙中学校」等が残されて
います。これらをはじめとする地域の震災遺構を一体として活用することで、津波の被害の大きさ
ばかりでなく、強さ、エネルギーなど津波の脅威を伝えていきます。また、これらの震災遺構ととも
に、人々が語り部となって、記憶の風化を防ぎ、後世にこの教訓を伝承していきます。

　当公園には、今回の震災で被災した市街地や、約7万本のマツと約2kmにわたる砂州の大半が
消失した高田松原があるだけでなく、「タピック45」「下宿定住促進住宅」「気仙中学校」等が残さ
れています。これらをはじめとする地域の震災遺構を一体として活用することで、津波の被害の
大きさばかりでなく、強さ、エネルギーなど津波の脅威を伝えていきます。また、これらの震災遺
構とともに、人々が語り部となって、記憶の風化を防ぎ、後世にこの教訓を伝承していきます。

Ｐ4 欄外注釈１　原文 Ｐ4 欄外注釈１　修正文
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　現在、当公園及びその周辺では、防潮堤復旧や土地区画整理事業など様々な復旧・復興事業
が進められていますが、これらの事業と連携してこの地に整備される当公園は、地域の人々が関
わって再生される高田松原や奇跡の一本松とともに、東日本大震災からの復興全体のシンボル
となるものであり、被災地の再生に向けた復興への強い意志と力、また地域固有の自然や歴史
に根ざした復興への力強いメッセージを国内外に発信してきます。

　現在、当公園及びその周辺では、防潮堤復旧や土地区画整理事業など様々な復旧・復興事業
が進められていますが、これらの事業と連携してこの地に整備される当公園は、地域の人々が関
わって再生される高田松原や奇跡の一本松とともに、東日本大震災からの復興全体のシンボル
となるものであり、被災地の再生に向けた復興への強い意志と力、また地域固有の自然や歴史
に根ざした復興への力強いメッセージを国内外に発信していきます。

Ｐ5
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（１）基本方針
　４）三陸地域に育まれた津波防災文化の継承　第３段落　原文

Ｐ5
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（１）基本方針
　４）三陸地域に育まれた津波防災文化の継承　第３段落　修正文

　当公園は、三陸沿岸地域を代表する祈念公園として、津波防災に関する教育や研究の貴重な
フィールドとなり、市が中心市街地に整備予定の（仮称）一本松祈念館や他の被災地との連携を
図りながら、津波防災文化を継承する場としての役割を果たしていきます。

　当公園は、三陸沿岸地域を代表する祈念公園として、津波防災に関する教育や研究の貴重な
フィールドとなり、市が中心市街地に整備予定の（仮称）一本松記念館や他の被災地との連携を
図りながら、津波防災文化を継承する場としての役割を果たしていきます。

Ｐ5
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（１）基本方針
　３）復興への強い意志と力の発信　第１段落　原文

Ｐ5
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（１）基本方針
　３）復興への強い意志と力の発信　第１段落　修正文

　当公園には、約7万本の高田松原の中で、1本だけ津波から耐え抜いた「奇跡の一本松」があ
り、被災直後から被災地に希望と勇気を与える復興のシンボルとしての役割を果たしてきました。
陸前高田市では枯死した「奇跡の一本松」をモニュメントとして保存、整備した結果、発災から4年
が経過した現在でも国内外から多くの人が訪れており、またその遺伝子を継承する松の苗を育て
る取り組みも行われています。

　当公園には、約7万本の高田松原の中で、1本だけ津波から耐え抜いた「奇跡の一本松」があ
り、被災直後から被災地に希望と勇気を与える復興のシンボルとしての役割を果たしてきました。
陸前高田市では枯死した「奇跡の一本松」をモニュメントとして保存、整備した結果、発災から4年
が経過した現在でも国内外から多くの人が訪れており、またその遺伝子を継承するマツの苗を育
てる取り組みも行われています。

Ｐ5
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（１）基本方針
　３）復興への強い意志と力の発信　第２段落　原文

Ｐ5
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（１）基本方針
　３）復興への強い意志と力の発信　第２段落　修正文
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Ｐ6
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（１）基本方針
　６）歴史的風土と自然環境の再生　第４段落　原文

Ｐ6
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（１）基本方針
　６）歴史的風土と自然環境の再生　第４段落　修正文

　今回の震災により、高田松原の砂州と松のほぼすべてが失われ、古川沼は海と一体化した状
態となり、現在、防潮堤や河川の復旧工事が行われています。

　今回の震災により、高田松原の砂州とマツのほぼすべてが失われ、古川沼は海と一体化した
状態となり、現在、防潮堤や河川の復旧工事が行われています。

Ｐ10
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（３）利活用・空間イメージ
⑧　松苗の植樹や育成により地域の人々が育んできた高田松原を再生する　原
文

Ｐ10
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（３）利活用・空間イメージ
⑧　マツ苗の植樹や育成により地域の人々が育んできた高田松原を再生する
修正文

　高田松原はこれまで幾度の津波の被害を受けつつも、地域の人々の手により松が育成され、
350 年にわたって維持されてきました。景勝地であった高田松原の再生は、地域の人々の郷土
の風景を取り戻すとともに、東日本大震災からの復興の象徴となり、その活動は地域コミュニティ
の回復にもつながります。そのため、当公園では、かつての高田松原を名勝として再生していくと
ともに、市民が松苗の植樹や継続的な育成が可能となる空間を確保します。

　高田松原はこれまで幾度の津波の被害を受けつつも、地域の人々の手によりマツが育成され、
350 年にわたって維持されてきました。景勝地であった高田松原の再生は、地域の人々の郷土
の風景を取り戻すとともに、東日本大震災からの復興の象徴となり、その活動は地域コミュニティ
の回復にもつながります。そのため、当公園では、かつての高田松原を名勝として再生していくと
ともに、市民がマツ苗の植樹や継続的な育成が可能となる空間を確保します。

Ｐ10
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（３）利活用・空間イメージ
　⑧　タイトル　原文

Ｐ10
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（３）利活用・空間イメージ
　⑧　タイトル　修正文

⑧ 松苗の植樹や育成により地域の人々が育んできた高田松原を再生する ⑧ マツ苗の植樹や育成により地域の人々が育んできた高田松原を再生する

Ｐ10
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（３）利活用・空間イメージ
　写真8　タイトル　原文

Ｐ10
３．基本方針と利活用・空間イメージ　（３）利活用・空間イメージ
　写真8　タイトル　修正文

写真8　震災後の松苗の育成活動 写真8　震災後のマツ苗の育成活動
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Ｐ13
３．基本方針と利活用・空間イメージ
　図-４　基本方針に基づく利活用・空間イメージ　原図

Ｐ13
３．基本方針と利活用・空間イメージ
　図-４　基本方針に基づく利活用・空間イメージ　修正図
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Ｐ14
３．基本方針と利活用・空間イメージ
　図-５　震災後の空間構造と当公園の果たす役割のイメージ　原図

Ｐ14
３．基本方針と利活用・空間イメージ
　図-５　震災後の空間構造と当公園の果たす役割のイメージ　修正図
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Ｐ16
４．空間構成計画
　表-１　空間イメージに適合する環境条件　原文

Ｐ16
４．空間構成計画
　表-１　空間イメージに適合する環境条件　修正文
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Ｐ16
４．空間構成計画
　図-６　公園区域内の各敷地が有する環境条件 　原図

Ｐ16
４．空間構成計画
　図-６　公園区域内の各敷地が有する環境条件　修正図
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Ｐ17
４．空間構成計画　　（１）公園区域全体の空間構成
　４）公園区域全体の空間構成　説明文　原文

Ｐ17
４．空間構成計画　　（１）公園区域全体の空間構成
　４）公園区域全体の空間構成　説明文　修正文

同様の考え方から、公園区域内の各敷地ごとにふさわしい空間構成を検討しました。結果は、次
のとおりです。（図-７）

同様の考え方から、公園区域内の各敷地ごとにふさわしい空間構成を検討し、次のとおり公園区
域全体の空間構成を設定します。（図-７）

Ｐ16
４．空間構成計画
　図-７　公園区域全体の空間構成 　原図

Ｐ16
４．空間構成計画
　図-７　公園区域全体の空間構成　修正図
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Ｐ21
４．空間構成計画　（２）国営追悼・祈念施設（仮称）における空間構成
　２）空間配置計画　　② 静謐な広場空間　原文

Ｐ20
４．空間構成計画　（２）国営追悼・祈念施設（仮称）における空間構成
　２）空間配置計画　　② 静謐な広場空間・祈りの場　修正文

　道の駅の賑わいのある日常空間と、静謐な追悼・鎮魂の祈りの空間を仕切るため、震災
遺構（気仙中学校、タピック45、下宿定住促進住宅）を繋ぎ広田湾を包む「円弧」上に、
帯状の築山を設置します。天端部分には、氷上山等の郷土の山並みや復興する高田や今泉
の市街地の姿を眺望できる場を設置します。
　津波が襲来した際には、やむを得ず避難できなかった人が緊急的に上れる場所にもなり
ます。

　道の駅の賑わいのある日常空間と、静謐な追悼・鎮魂の祈りの空間を仕切るため、震災
遺構（気仙中学校、タピック45、下宿定住促進住宅）を繋ぎ広田湾を包む「円弧」上に、
帯状の築山を設置します。天端部分には、氷上山等の郷土の山並みや復興する高田や今泉
の市街地の姿を眺望できる場を設置します。

Ｐ21
４．空間構成計画　（２）国営追悼・祈念施設（仮称）における空間構成
　２）空間配置計画　　① 周辺への眺望が確保された高さの築山　原文

Ｐ20
４．空間構成計画　（２）国営追悼・祈念施設（仮称）における空間構成
　２）空間配置計画　　① 周辺への眺望が確保された高さの築山　修正文

Ｐ21
４．空間構成計画　（２）国営追悼・祈念施設（仮称）における空間構成
　２）空間配置計画　　②　タイトル　原文

Ｐ20
４．空間構成計画　（２）国営追悼・祈念施設（仮称）における空間構成
　２）空間配置計画　　②　タイトル　修正文

② 静謐な広場空間 ② 静謐な広場空間・祈りの場

　道の駅の賑わいのある日常空間から仕切られ、周囲の自然環境に包まれた静謐な空間を
形成します。関連する各種の式典の開催場所とします。

　道の駅の賑わいのある日常空間から仕切られ、周囲の自然環境に包まれた静謐な空間を
形成します。関連する各種式典の開催場所とします。
　海方向のビスタの端部に、海への展望が開かれる「祈りの場」の空間を形成します。
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Ｐ23
４．空間構成計画
　図-１０　空間配置計画　原図

Ｐ21
４．空間構成計画
　図-１０　空間配置計画　修正図

Ｐ21
４．空間構成計画　（２）国営追悼・祈念施設（仮称）における空間構成
　２）空間配置計画　　③ 祈りの場へいざなう空間　原文

Ｐ20
４．空間構成計画　（２）国営追悼・祈念施設（仮称）における空間構成
　２）空間配置計画　　③ 祈りの場へいざなう空間　修正文

　ゲートを抜け静謐な広場空間に入り込み、広場越しに海方向にビスタが通り、川原川に
架かる人道橋を経て、海への展望が開かれる「祈りの場」にいざなう空間を形成します。

　ゲートを抜け静謐な広場空間に入り込み、広場越しに海方向にビスタが通り、川原川に
架かる人道橋を経て、「祈りの場」にいざなう空間を形成します。

図3 基本方針と空間イメージとの関係
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Ｐ25
４．空間構成計画　　（３）公園利用者の安全確保
　１）公園利用者の避難の基本的考え方　囲み説明文　原文

Ｐ22
４．空間構成計画　　（３）公園利用者の安全確保
　１）公園利用者の避難の基本的考え方　囲み説明文　修正文

Ｐ25
４．空間構成計画　　（３）公園利用者の安全確保
　１）公園利用者の避難の基本的考え方　原文

Ｐ22
４．空間構成計画　　（３）公園利用者の安全確保
　１）公園利用者の避難の基本的考え方　修正文

　計画区域は、「最大クラスの津波」が襲来した場合には、津波が防潮堤（第二線堤）を
越流し、浸水する区域に位置することから、避難対象地域を計画区域全体とします。
　当公園利用者は、「高田地区のかさ上げ市街地」、もしくは「今泉地区の高台市街地」
に避難することを基本とし、さらに、可能な限りより高い場所を目指して避難するものと
します。

　計画区域は、「最大クラスの津波」が襲来した場合には、津波が防潮堤（第二線堤）を
越流し、浸水する区域に位置することから、避難対象地域を計画区域全体とします。
　当公園利用者は、「高田地区のかさ上げ市街地」、もしくは「今泉地区の高台市街地」
に避難することを基本とし、さらに、可能な限りより高い場所を 目指して避難すること
を原則として検討します。
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Ｐ26
４．空間構成計画　（３）公園利用者の安全確保
　２）避難施設の整備方針　　前段　原文

Ｐ23
４．空間構成計画　（３）公園利用者の安全確保
　２）避難施設の整備方針　　前段　修正文

Ｐ26
４．空間構成計画　（３）公園利用者の安全確保
　図-１１　注釈文　原文

Ｐ23
４．空間構成計画　（３）公園利用者の安全確保
　図-１１　注釈文　修正文

※「高田地区のかさ上げ市街地に避難可能な範囲」及び「今泉地区の高台市街地に避難可
能な範囲」は、高田地区のかさ上げ市街地、今泉地区の高台市街地の端部から、公園区域
内の各地点の距離を図上（CAD）計測し、徒歩により移動な可能な距離（約1,100m）にあ
る範囲を着色したものです。

※「高田地区のかさ上げ市街地に避難可能な範囲」及び「今泉地区の高台市街地に避難可
能な範囲」は、高田地区のかさ上げ市街地、今泉地区の高台市街地の端部から、公園区域
内の各地点の距離を図上（CAD）計測し、徒歩により移動可能な距離（約1,100m）にある
範囲を着色したものです。

　公園利用者が安全かつ速やかに避難できることを基本とし、「高田地区のかさ上げ市街
地」、あるいは「今泉地区の高台市街地」に出来る限り短距離で、かつ明確な避難経路
（図-１１参照）を確保します。特に、避難経路となる橋梁については、安全な避難に必
要な幅員や構造とします。
　また、避難場所となる「高田地区のかさ上げ市街地」や「今泉地区の高台市街地」が認
識しやすいように、誘導サインや目標となるランドマークの設置などにより、避難方向や
避難経路の明確化を図ります。
　さらに、「国営追悼・祈念施設（仮称）」に設ける築山は、やむを得ず避難できなかっ
た人が緊急的に上れる場所となるように、緊急避難場所の要件を満たす構造、避難スペー
ス、スペースまでの階段なども含め設計します。

  公園利用者が安全かつ速やかに避難できることを基本とし、「高田地区のかさ上げ市街
地」、あるいは「今泉地区の高台市街地」に出来る限り短距離で、かつ明確な避難経路
（図-１１参照）を確保します。特に、避難経路となる橋梁については、安全な避難に必
要な幅員や構造とします。
　また、避難場所となる「高田地区のかさ上げ市街地」や「今泉地区の高台市街地」が認
識しやすいように、誘導サインや目標となるランドマークの設置などにより、避難方向や
避難経路の明確化を図ります。
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Ｐ26
４．空間構成計画　（３）公園利用者の安全確保
　２）避難施設の整備方針　　後段　原文

Ｐ23
４．空間構成計画　（３）公園利用者の安全確保
　２）避難施設の整備方針　　後段　修正文

　なお、陸前高田市では、平成26年7月に「陸前高田市東日本大震災検証報告書」をとり
まとめ、平成27年3月に「避難マニュアル」を策定したところであり、平成27年度以降
に、地域防災計画の改定を予定しています。
　これらを踏まえ、公園利用者の避難、避難路や築山のあり方について、今後順次検討し
ていきます。なお、公園内での安全管理の側面から、「５．管理・運営方針」で後述する
協働体制の中で、初期段階から、避難計画や避難誘導等に関わる行政機関職員や関係諸団
体等の参加を検討します。

　なお、陸前高田市では、2014年（平成26年）7月に「陸前高田市東日本大震災検証報告
書」をとりまとめ、2015年（平成27年）3月に「避難マニュアル」を策定したところであ
り、平成27年度以降に、地域防災計画の改定を予定しています。
　これらを踏まえ、「国営追悼・祈念施設(仮称)」に設ける築山をやむを得ず避難できな
かった人が緊急的に上れる場所とすることや、その他の避難施設の必要性なども含め、公
園利用者の避難、避難路や築山のあり方について、引き続き慎重に検討していきます。な
お、公園内での安全管理の側面から、「５．管理・運営方針」で後述する協働体制の中
で、初期段階から、避難計画や避難誘導等に関わる行政機関職員や関係諸団体等の参加を
検討します。

Ｐ27
４．空間構成計画　（４）教訓の伝承
　１）教訓の伝承のあり方　第３段落　原文

Ｐ24
４．空間構成計画　（４）教訓の伝承
　１）教訓の伝承のあり方　第３段落　修正文

　当公園は、上記施設を拠点として、震災遺構や防潮堤、水門等の防災施設などを通じた
学びを提供するフィールドとして活用することにも留意のうえで整備します。また、市が
中心市街地内に整備を計画する「（仮称）一本松祈念館」とも相互の機能や役割分担を調
整のうえ、効果的な整備を図ります。

　当公園は、上記施設を拠点として、震災遺構や防潮堤、水門等の防災施設などを通じた
学びを提供するフィールドとして活用することにも留意のうえで整備します。また、市が
中心市街地内に整備を計画する「（仮称）一本松記念館」とも相互の機能や役割分担を調
整のうえ、効果的な整備を図ります。

－13－



Ｐ27
４．空間構成計画
　図-１２　当公園を核とする周辺施設と連携した教訓伝承のイメージ　原図

Ｐ24
４．空間構成計画
　図-１２　当公園を核とする周辺施設と連携した教訓伝承のイメージ　修正図
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４．空間構成計画　（５）名勝高田松原の復旧・再生
　２）名勝の復旧・再生の基本的考え方　① 『壮大優美な松原』の復旧・再生
原文

Ｐ26
４．空間構成計画　（５）名勝高田松原の復旧・再生
　２）名勝の復旧・再生の基本的考え方　①「壮大優美な松原」の復旧・再生　修
正文

　【養浜：砂浜の再生】

　【第二線堤：松原との景観調和（海岸保全事業）】

  【養浜（砂浜再生事業）】

　【防潮堤：松原との景観調和（海岸保全事業）】

　壮大優美な松原の要素をなすマツ林、砂嘴・砂浜について、中・長期的な視点で復旧・
再生を図ります。
　再生されるマツ林の面積は被災前に比べて減少するため、防潮堤の背面盛土への新規植
栽等によりマツ林の規模を確保します。
　また、整備後の管理・保育を継続的に実行するとともに、隣接して整備される防潮堤に
よる景観的な影響を極力低減し、周辺景観との調和に配慮します。

　壮大優美な松原の要素をなす松林、砂嘴・砂浜について、中・長期的な視点で復旧・再
生を図ります。
　再生されるマツ林の面積は被災前に比べて減少するため、防潮堤の背面盛土への新規植
栽等によりマツ林の規模を確保します。
　また、整備後の管理・保育を継続的に実行するとともに、隣接して整備される防潮堤に
よる景観的な影響を極力低減し、周辺景観との調和に配慮します。

Ｐ25
４．空間構成計画　　（３）公園利用者の安全確保
　１）公園利用者の避難の基本的考え方　囲み説明文　原文

Ｐ22
４．空間構成計画　　（３）公園利用者の安全確保
　１）公園利用者の避難の基本的考え方　囲み説明文　修正文

Ｐ29
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Ｐ37
５．管理・運営方針
　図‐１６　公園整備のスケジュールと協働体制の構築のイメージ　原図

Ｐ33
５．管理・運営方針
　図‐１６　公園整備のスケジュールと協働体制の構築のイメージ　修正図
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