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１．開  会 

（午後 ０時２８分） 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 定刻にはまだなっておりませんが、委員の先生方がおそろいですので、ただいまから第

１回岩手県における復興祈念公園基本構想検討調査有識者委員会を開会いたします。 

本日司会を務めます東北地方整備局建政部都市・住宅整備課の澤田と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

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資料の確認をいたします。配付資料一覧が書かれたペーパーに沿っ

てご説明をいたします。まず、資料の右上に資料番号が付されておりますが、資料１、委

員会の設置要綱がございます。資料２、国土交通省における検討経緯、資料３、陸前高田

市の復興計画、資料４、岩手県における検討経緯、資料５、高田松原地区の現状、資料６、

本委員会における論点、そして最後に資料７として、今後の有識者委員会スケジュール（予

定）という資料をお配りしております。また、委員の先生方には審議上の参考としまして、

参考資料集をおつけしておりますので、ご確認をお願いいたします。資料の不足がありま

したら事務局にお知らせいただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

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．主催者挨拶 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 それでは、まず初めに、開会にあたりまして、国土交通省東北地方整備局建政部長の岡

本より一言ご挨拶申し上げます。 

【岡本行政委員】 

 ただいまご紹介いただきました東北地方整備局建政部長をしております岡本でございま

す。本日はご多用中のところ、多数の委員の皆様方ご出席いただきましてまことにありが

とうございます。冒頭一言ご挨拶申し上げさせていただきます。 

ご案内のとおりでございますけれども、陸前高田市の高田松原地区につきましては、約

７万本の松が生い茂る松原でございまして、震災前には年間100万人を超えるような観光客
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あるいは海水浴客がお見えになる、日本を代表する白砂青松の景勝地であったと思ってお

ります。そうした高田松原地区でございますが、震災を契機にしまして、その松原が奇跡

の一本松を残して全てなくなり、また陸前高田の市街地におきましては多くの方々が犠牲

になられたということでございます。 

こうした陸前高田のある意味象徴的な場所である高田松原地区でございますが、その場

所に、地元からも早くから復興を祈念するような公園を整備するというような声もいただ

いておりますし、あるいは昨年からになりますが、岩手県におきましても高田松原地区の

震災復興祈念公園の構想会議が設置をされまして、本日ご出席の委員の方々の多数の方も

その検討にご協力をいただき、本年の３月に提言が取りまとめられたというところでござ

います。 

こうした県、あるいは市の動き、またはそのご要望を受ける形で国のほうでも、本年度

の予算でございますが、復興庁で震災復興祈念公園の基本構想策定のための検討の調査費

が計上されてございます。我々東北地方整備局がその執行の委任を受けるという形で責務

を担っているということでございます。本調査につきましては、東日本大震災が極めて広

域かつ甚大な被害をもたらしたという状況にかんがみまして、国と地方がしっかり協力を

しながら、例えば、その犠牲者の追悼、鎮魂の場あるいはその復興に向けた力強い意思と

いうものを内外にしっかりと発信をしていく、さらには被災の教訓や伝承というものをし

っかりと後世に伝えていく、いろいろな考え方があろうかと思いますが、そういう基本構

想というものをまずしっかりと定めた上で、震災復興祈念公園の整備に向けて、まずは礎

をしっかりと築いていくというのが本調査の目的かと思っております。 

後ほど事務局からも説明がございますが、本委員会につきましては４回程度の開催を予

定しておりまして、その間、皆様方ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、本検討の

ご協力をお願いするとともに、ぜひ忌憚のないご意見、積極的なご提案をいただきまして、

しっかりといい構想ができるようにご協力をいただければとに思っている次第でございま

す。 

私からの挨拶は以上とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。 

 

３．委員紹介 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 
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 続きまして、有識者委員会の委員の先生方を出席者名簿順にご紹介いたします。 

まず、千葉大学大学院園芸学研究科教授の池邊このみ委員でございます。 

【池邊委員】 

 池邊このみでございます。 

今陸前高田で文化財の関係の調査ですとか、あるいは人々の郷土の生活に残る伝統行事

などについて調べさせていただいております。少しでも地元の方の郷土への思いをこの公

園の計画に反映することができればと思っております。よろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

続きまして、静岡大学防災総合センター副センター長で准教授の牛山素行委員でござい

ます。 

【牛山委員】 

 牛山でございます。 

私は、ちょうど４年半ほど前まで岩手県の県立大学のほうで仕事をさせていただいてお

りまして、その当時から陸前高田市のほうで災害の調査をしておりました。私の専門は災

害情報学といいまして、情報による被害軽減を研究するという分野なのですけれども、そ

ういう関係もございまして、震災後も引き続き陸前高田を中心としまして人の避難行動と

か、それから防災意識、それから情報の活用、そういったことを研究いたしております。 

非常に大きな被害が出てしまったわけでございますけれども、その前から見ておりまし

た者の責任としまして、この祈念公園というものに対して何らかのご協力ができればと思

いまして、参加をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

続きまして、建築家で、東京大学名誉教授の内藤廣委員でございます。 

【内藤委員】 

 内藤でございます。よろしくお願いいたします。 

復興に関してはいろいろ委員会に幾つか参加させていただいてお手伝いをしておりま

す。あと自治体の方にアドバイスをして三陸を駆け巡っているので、多少事情については

知っているというところでお手伝いできたらというふうに思っております。よろしくお願

いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

続きまして、東京工業大学大学院社会理工学研究科教授の中井検裕委員でございます。 
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【中井委員】 

 東京工業大学の中井でございます。 

私は、陸前高田市の復興計画の検討委員長を仰せつかっておりました。現在は復興推進

委員会の委員長を仰せつかっております。また、昨年は岩手県の復興祈念公園基本構想有

識者委員会ということでお手伝いをさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

続きまして、岩手大学農学部教授の広田純一委員におかれましては、本日都合によりご

欠席でございます。 

続きまして、陸前高田市立博物館館長の本多文人委員でございます。 

【本多委員】 

 本多です。よろしくお願いします。 

私は、平成11年から18年３月まで博物館長をしておりましたけれども、その後、24年4月

から復帰しまして、現在は博物館、海と貝のミュージアム、図書館、埋蔵文化財保管庫の

四つの文化施設からレスキューされた資料の劣化防止のための安定化処理作業を行ってお

ります。数字的には41万点の中から31万点回収しまして、現在、安定化処理の継続と修復

に向けて準備しているところです。地元の立場としていろいろ発言させていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

続きまして、東京都市大学環境学部教授の涌井史郎委員でございます。 

【涌井委員】 

 涌井でございます。 

私もさまざま実は3.11以降各種の委員会でありますとか、いろいろ意見申し述べさせて

いただいています。今回のこの構想を含めて、これ単に陸前高田のためでなく、岩手県の

ためでなく、日本全体に対して一つのモデルになるということが非常に重要だというふう

に考えていまして、そうした観点からお話しをさせていただければありがたいなというふ

うに思っております。 

陸前高田の松の浸透力というのはすごいものがございまして、この間名古屋城の本丸御

殿に行きましたら、上棟式の記念品に陸前高田の松から記念品をつくって皆さんに配って

いたと、これはそういう面ではある種の象徴になって我々の大きな記憶になっているので
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はないかというふうに思いますので、そういう観点もどうぞ大事にしていきたいというふ

うに思っていますので、よろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

引き続きまして、行政委員をご紹介申し上げます。 

岩手県県土整備部長の佐藤悟委員でございます。 

【佐藤行政委員】 

 佐藤でございます。先ほど来お話に出ておりますけれども、岩手県で昨年度高田松原地

区震災復興祈念公園構想会議というのを設置いたしまして、構想に対する提言をまとめて

いただきました。中井先生を初めとして、多くの委員の皆様に改めて感謝を申し上げます。 

また、本日このような委員会、拡大した形で設置していただきました国の方々にも改め

て感謝を申し上げます。 

この３月に、いただきました提言をより深めていただいて、より具体的な形に基本構想

としてまとめていただいて早期に事業化につなげていきたいというふうな思いでおります

ので、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・住宅整備課建設専門官】 

続きまして、陸前高田市長の戸羽太委員でございます。 

【戸羽行政委員】 

 戸羽太でございます。 

今日のこの日を迎えられたということで大変うれしく思っていますし、また安堵もして

いるところでございますが、これからということだというふうに思います。 

今ご紹介をそれぞれしていただいた委員の皆様方、本当に被災直後から陸前高田市にか

かわっていただいた方々ばかりで、よくこれだけのメンバーに集まっていただけたなとい

うふうに思っています。また、国土交通省様もそうなのですが、東北地整のこの間まで局

長をされていた徳山局長さんが一生懸命陸前高田のこの公園をつくらなければいけないと

いうことをおっしゃっていただいて、また涌井先生におかれましては国においても、ある

いはメディアを通じてもいろいろとご縁をいただいてきたということで本当に心強く思っ

ているところでございます。 

いずれいろんな思いがあるし、また世界中からも注目されているだろうというふうに私

も思っていますので、これはあくまでも陸前高田のためでもなくという先ほどの涌井先生

の言葉のごとく、世界にこれまでのお世話をいただいたこと、それからやっぱり日本の底
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力、絆、そういったものがしっかりと示せるような公園になるように皆様方からいろんな

意見をいただく中ですばらしいものができればいいなと、そんなふうに思っているところ

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

続きまして、復興庁岩手復興局復興推進官の亀村幸泰委員でございます。 

【亀村行政委員】 

 復興庁岩手復興局の亀村でございます。 

私は、宮古から陸前高田までの６市町、特に岩手で震災の激しかったところになります

が、そこのまちづくりを担当するということで、特に復興の加速化に努力いたしておりま

す。よろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

続きまして、国土交通省都市局公園緑地景観課長の舟引敏明委員におかれましては、本

日都合により出席できないため、代理でご出席の公園緑地事業調整官の新田敬師様でござ

います。 

【新田行政委員代理】 

 新田でございます。 

国のほうで公園事業を担当しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

続きまして、国土交通省東北地方整備局道路部長の川﨑茂信委員でございます。 

【川﨑行政委員】 

 東北地方整備局で道路部長をしております川崎と申します。 

私の場合、国道45号の管理者でありますし、ここには高田松原という道の駅ございまし

た。道の駅は道路行政の一つの大きな政策でございますが、ぜひここで今までの道の駅を

さらにステップアップするような取り組みを考えていければと思っております。よろしく

お願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

最後に、国土交通省東北地方整備局建政部長の岡本裕豪委員でございます。 

【岡本行政委員】 

 岡本でございます。 

ぜひしっかりといいものが取りまとまるように我々もできる限りのことをしていきたい
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と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

４．委員会の設置について 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 では、続きまして次第の４番目でございますが、委員会の設置についてご説明をいたし

ます。 

資料１をごらんください。こちら委員会の設置要綱でございます。要点をご説明いたし

ますと、まず第１条では趣旨が書かれておりまして、第２条に本委員会の目的が書かれて

ございます。本委員会の目的といたしましては、岩手県陸前高田市高田松原地区における

復興祈念公園の基本構想に関することを検討することとしております。 

第３条では、委員会の構成を定めておりまして、次のページにあります委員名簿によっ

て構成されるということでございます。 

第４条では委員長の規定でございまして、委員会で委員の互選により定めるということ

とさせていただきたいと思います。 

第５条は運営及び会議ということで、開催の内容が書かれておりまして、委員長の指示

により事務局が招集することと、あとは委員会は委員の過半数の出席をもって成立すると

いうことが定められてございます。 

第６条、設置期間につきましては、設置の目的を達成したときに解散するとさせていた

だいております。 

第７条は、事務局について定めておりまして、東北地方整備局建政部都市住宅整備課に

置かせていただければと考えてございます。 

このように定めたいと考えておりますが、ご意見やご質問はございますでしょうか。 

 

（発言なし） 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 では、特段ご意見がないようですので、この内容で委員会を設置させていただきます。 
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なお、本日は有識者委員７人のうち６名が出席してございますので、当委員会は成立し

ていることをご報告申し上げます。 

続きまして、設置要綱第５条に基づきまして、委員長の選出に移らせていただきます。 

先ほどもご説明いたしましたとおり、委員長は互選により定めることとされております

が、事務局といたしましては陸前高田市の復興計画の策定に当たり、委員長として携われ

た中井委員に委員長をお願いできればと考えております。 

委員の皆様にご異議がなければ拍手をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

（拍 手） 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 ありがとうございました。 

それでは、中井委員に委員長をお願いしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

それでは、ここからは委員長に議事の進行をお願いいたします。 

【中井委員長】 

 ただいま委員長にご推挙いただきました中井でございます。改めまして、一言委員長と

してご挨拶させていただきたいと思います。 

この高田松原地区の公園につきましては、復興計画をつくる作業をしているときから陸

前高田市のみならず、今回の震災からの復興祈念を代表するような大きな施設としていろ

いろなところで議論重ねてまいりました。 

昨年の県の公園構想会議を経まして、ようやく今回舞台が国を中心とするところまで移

ってきたなという、そういう思いでございます。昨年の検討で大きな方向性については、

取りまとめを行ったわけですけれども、あくまでも大きな方向性でございまして、まだま

だ決めること、あるいは復興祈念公園の基本構想として必要なことをこれから決めていか

なければいけません。ということで、皆様方の忌憚のない意見をいただきながら国の委員

会の復興祈念公園基本構想として取りまとめてまいりたいと思いますので、ご協力のほど

どうぞよろしくお願いいたします。 
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５．議事の公開について 

 

【中井委員長】 

 それでは、議事の中身に入らせていただきたいと思います。 

まずは、次第の５番目に議事の公開というのがございますので、事務局から説明をお願

いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 では、ご説明差し上げます。 

先ほどもごらんいただきました資料１の最終ページをごらんください。議事の公開につ

いて（案）というページがございます。本委員会の会議は、原則として報道関係者、一般

の方々も含め公開で行うこととしたいと考えております。ただし、カメラ撮りは議事に入

る前までということとしたいと考えております。 

続きまして、議事録につきましては、後日東北地方整備局ホームページ上において、当

日の配付資料とあわせて公開を行うこととさせていただきたいと思います。下に東北地方

整備局のＵＲＬが記載されてございます。 

ただ、こちらを原則とするのですが、ただ会議または議事録の公開により、当事者若し

くは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあると考えられるとき

は、その理由を明らかにした上で、会議又は議事録の全部又は一部を非公開にすることが

できるものとするという規定を定めたいと考えております。 

以上で説明を終わります。 

【中井検裕委員長】 

 それでは、ただいまのご説明に対しましてご意見やご質問等ございますでしょうか。よ

ろしゅうございますか。 

 

（発言なし） 

 

【中井委員長】 

 それでは、事務局から説明のあった原案のような考え方で進めるということにいたした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 
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 承知いたしました。では、そのように対応いたします。 

それでは、これから議事に入りますので、ただいま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。 

 

６．議  事 

 

【中井委員長】 

 それでは、次第の６番目の議事に入ります。 

資料説明ということで、今回第１回目ということでございますので、これまでの経緯も

含めてさまざま資料がご用意されているようでございます。まとめて事務局から説明いた

だき、その後委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。 

それでは、事務局の説明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建政部都市調整官の脇坂です。よろしくお願いいたします。 

それでは、まず私のほうから資料２、国土交通省における検討経緯について説明させて

いただきます。 

資料２をお開きいただきたいと思います。平成23年度ですが、国土交通本省におきまし

て東日本大震災復興祈念公園検討会議というものが設置されております。復興構想７原則

というものが23年５月に政府の復興構想会議で決定されているわけですが、その中の原則

の１の中で、失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ復興の起点である、鎮

魂の森やモニュメントを含め、といった内容もございまして、国のほうで設置した会議で

ございます。座長に国土交通大臣政務官、また都市局長、復興庁統括官、岩手、宮城、福

島３県の副知事が入っております。また、震災復興祈念公園に関する技術的な側面から検

討するため、有識者を構成員といたします震災復興祈念公園基本構想検討会が設置されま

した。委員名簿がペーパーにございますが、本委員会の委員になっておられます内藤先生、

涌井先生が委員に入っておられまして、涌井先生が委員長になっておられます。 

次のページお願いいたします。検討は、平成24年の１月にまず行政による検討会議が始

まりまして、並行するような形で有識者委員会における検討が１月から３月にかけ３回行

われました。また、第２回の行政による会議が３月に行われております。また、これらの

会議の議論を経まして、震災復興祈念公園の基本的考え方といったものが整理されており
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ます。 

次のページお願いします。基本構想検討会の審議の概要について簡単にご説明いたしま

す。その委員会では、さまざまな議論がございまして、ここで全てを説明することはでき

ませんが、代表的な意見といたしまして、簡単にお話しさせていただきます。例えば追悼

と鎮魂につきましては、さまざまな主体が行うものであり、その中で公共、また国と地方

の役割について考えるべき、また永続性の確保については公共でなければ困難ではないか。

また、被災地からは国がどのような姿勢を示すのかが問われている、また、国として明確

なメッセージを国内外に発信することが望ましいといった意見が第１回では出されてござ

います。 

次お願いいたします。第２回の３月の上旬の議論でございますが、そこでも大きな議論

がございまして、我が国はたび重なる災害を乗り越えてきたという気概を踏まえ、その土

地に根差した被災地のすばらしさを認識できる震災復興祈念公園づくりを行うことが重

要、また、今回の災害を国民全体が共有し、それを再現するような公園づくりを行うこと

が必要といった意見が出されております。 

次お願いいたします。最後、第３回はまとめの委員会でございますが、哲学的なさまざ

まな意見が出されてございます。例えば自然と共生する日本の文化を復興祈念公園で表現

できる場といったお話、また震災復興祈念公園は100年後にまた再生するといったビジョン

も盛り込むべきではないか、また、自然と真っ正面から挑むのではなく、いなしていくこ

とが重要、また、日本人はもともと「減災」、「克災」の精神を持っており、災害を克服

していくという精神が重要と、さまざまな意見が出されております。 

これらの検討会の議論を踏まえまして、震災復興祈念公園の基本的考え方といったもの

が整理されました。お手元の参考資料の１というところに添付しておりますが、その概要

を資料のほうでまとめてございます。 

６ページのところもあわせてごらんいただければと思います。そのまとめた骨子を資料

のほうに入れてございますが、読み上げさせていただきますと、震災復興祈念公園の役割

といたしまして、「追悼・鎮魂」と「震災の記録・教訓の伝承」は、あらゆる機会を通じ、

あらゆる場面で、あらゆる主体により行われるもの。その中で、震災復興祈念公園には、

以下の役割が求められる。追悼と鎮魂の場、記録・教訓の伝承の機能、地域の復興のビジ

ョンや新たなコミュニティのあり方を示す場ということでございます。 

次のページをお願いいたします。国と地方の役割分担でございます。震災復興祈念公園
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は、原則として地方公共団体において整備するもの。国は震災復興交付金等により支援。

他方、一の地域を越え、広域にわたり甚大な被害が生じた未曾有の大災害であることから、

以下のような役割が国にも求められる。全ての犠牲者への追悼と鎮魂、日本の再生へ向け

た復興への強い意志を国内外に向けて明確に示すこと、震災からの復興をなし遂げた地域

の姿を示すこと。こうした役割の関連の深い震災復興祈念公園については、国と地域が連

携して検討を進めることが必要、とされてございます。 

最後、８ページをお願いいたします。国と地方が連携して検討する震災復興祈念公園の

あり方が整理されてございます。以下の要件を基本としております。まず、立地でござい

ます。地域の発意を踏まえつつ、被災の全容を象徴しているなど、国民全体で追悼と鎮魂

に思いを寄せ、後世に伝承することがふさわしい場所に立地することが望ましいとされて

おります。また、機能が３つあります。①失われた全ての命に対する追悼と鎮魂の場の設

置。②復興への意志を国内外に宣言するとともに復興後の我が国の姿を想起させるなど復

興を祈念する場の設置。③被災の実情とその教訓を広く国内外に伝え、後世に伝承する場

の設置とされてございます。これが国土交通本省における検討の経緯でございます。 

【陸前高田市都市計画課長】 

 説明かわりまして、私、陸前高田市の都市計画課長の山田でございます。資料３により

まして、陸前高田市の復興計画につきましてご説明をさせていただきます。 

本編の前に、本市の復興計画でございますが、中井先生に委員長を務めていただきまし

た委員55人の検討委員会で取りまとめていただきまして、市議会の議決を経て、平成23年

12月に策定をされております。１ページをごらんいただきますが、３つの基本理念が掲げ

てございます。世界に誇れる美しい町の創造、ひとを育て、命と絆を守るまちの創造、活

力あふれるまちの創造、この３つを基本理念として復興を目指していくというものでござ

います。 

次の２ページをごらんください。「復興のまちづくりの目標」と「復興のめざすまちの

姿」でありますが、まちづくりの目標として、人口規模を震災前人口の２万5,000人台に設

定をいたしまして、図の下のほうでございますが、箱で囲んだ「災害に強い安全なまち」

から「協働で築くまち」までの６つを基本方向といたしまして、「海と緑と太陽との共生・

海浜新都市の創造」を目指してまちづくりを進めようとするものでございます。 

次の３ページをごらんください。復興計画における公園の位置づけでございますが、ま

ちづくりの基本方向の「１ 災害に強い安全なまち」あるいは基本方向の「２ 快適で魅
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力のあるまち」の中で公園が位置づけられてございますし、図の右側、11ある復興の重点

計画の中では、赤字の部分「第２、高田松原地区防災メモリアル公園ゾーンの形成」が盛

り込まれてございます。その下のイラストは、復興計画に掲載してあるイメージ図でござ

います。 

次の４ページをごらんください。こちらは、復興計画の資料編に掲げておりますイメー

ジ図と工程表でありますが、右側のイメージ図の中では、真ん中下、赤字で強調してござ

います高田松原防災メモリアル公園が明示をされておりますし、ページの下、まちづくり

の主要事業の工程表におきましては、防災メモリアル公園の整備が国、県、市を事業主体

とする「国営公園等整備事業」として位置づけられております。 

次の５ページをごらんください。復興の進捗状況ということで、こちらには高田地区、今

泉地区の本年８月現在の土地利用計画案を示してございます。気仙川を挟んで東側、右側

の高田地区と西側、左側の今泉地区では土地区画整理事業によりまして、かさ上げと高台

住宅地を整備いたしまして、市街地の再整備を行っていくというものでございますが、赤

線で囲んだ区域がこの事業の事業区域ということになってございます。このうち進捗状況

でございますが、高田地区ではちょっと表示が見にくいかもしれませんが、高台の２と３、

この２カ所、それから今泉地区では南側に当たります高台の５から８、これらの地区が昨

年の９月に知事の事業認可をいただきまして、高台の造成工事が今年の春から始まってお

ります。残る全体の地区につきましては、今年の11月と来年の２月の２回に分けて知事の

認可を目指しているところでございます。実際の住宅再建でございますが、高田地区では

早いところで平成27年の夏ごろから、今泉地区では早いところで平成28年の夏ごろから住

宅再建が始められる見込みとなっております。 

最後に、図の真ん中下、黄緑色の部分が高田松原津波復興祈念公園あるいは防災メモリ

アル公園ということでございますが、こちらについては本年２月に県の広域公園として

125ヘクタールが都市計画決定をされているところでございます。 

この公園区域の中には、オレンジ色の実線と破線がございますが、第一線堤と第二線堤と

いう表示でございます。こちらは高田海岸の防潮堤になりまして、県の復旧工事、復旧事

業といたしまして平成27年度までの完了予定というふうに伺っております。 

以上で私からの説明を終わります。 

【岩手県都市計画課総括課長】 

 岩手県県土整備部都市計画課総括課長の横山でございます。よろしくお願いいたします。 
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それでは、私からは昨年度陸前高田市とともに設置しました高田松原地区震災復興祈念

公園構想会議での検討結果についてご説明させていただきます。 

資料４の１ページをお開きいただきたいと思います。この構想会議でございますけれど

も、これは慰霊と鎮魂や震災の教訓等を防災文化として国内外に発信し、後世に伝承する

場としての公園を整備するため、そのあり方について検討を行い、公園に求められる役割

や機能、効果について提言いただくために設置いたしたものでございます。 

この構想会議には、本日ご出席の中井委員長を初め池邊委員、牛山委員、内藤委員、本

多委員のほかに地元の有識者４名の９名の方に参画していただいたところでございます。

この場をかりまして、改めて御礼申し上げます。 

この構想会議は、昨年７月から計４回開催してございます。そのうち第２回目につきま

しては、委員の方のほかに一般の方も加わった市民フォーラムとして開催しております。

第３回目の委員会の終了後にはパブリックコメントを行い、提言案に反映いたしておりま

す。こうした経緯を踏まえまして、ことし３月８日、提言を公表させていただいたところ

であります。 

それでは、構想会議での開催状況はここまででございますけれども、次のページをお開

きいただきたいと思います。これはその第４回までの委員会のそれぞれの内容について、

ご説明しているものでございます。 

この２ページにつきましては、第１回目の構想会議でございますけれども、これにつき

ましては復興祈念公園のあり方をテーマとして議論させていただきました。主な意見とい

たしましては、公園として必要な場として自然の再生力を見せる場が重要、津波防災文化

伝承の場といった意見が出てございます。また、公園利用者の避難のあり方、また一本松

の子孫を守り、育てることの重要性、あるいは縦割りではない管理の仕組みといったとこ

ろまでの視点で意見が出されてございます。 

次のページお開きください。第２回目は、公園への期待や思い等をテーマとして議論し

ていただきました。主な意見といたしましては、被災建物の保存のあり方、高田松原や古

川沼の再生について、市民参加の場の確保、また教育・研修の伝承の場としての必要性、

そして段階整備などの整備の考え方についての意見が出されているところでございます。 

次のページをお開きいただきたいと思います。次は、第３回目では提言の素案を提示し

ております。その中での主な意見でございますけれども、公園の位置づけをより明確にす

るために三陸沿岸の地形や生活、また水との共生といった歴史の視点での掘り下げ、ある
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いは公園背後の市街地との連携について、また公園利用者の安全性の確保、震災遺構同士

のつながりについて、また段階的な整備といった視点で意見が出されてございます。 

ページおめくりいただきまして、次は第４回の構想会議でございますけれども、この中で

は、提言案を提示しております。主な意見といたしましては、震災遺構の取り扱いに係る

議論の場の確保について、また公園内の４つの震災遺構のうち東側にあります定住促進住

宅のあり方について、こういった意見が出されてございます。 

ページをおめくりいただきまして、こうして取りまとめいただいた提言の概略をまとめ

たものとなってございます。左側の表が公園の役割、機能を４つに分類してございます。

１つ目として、震災の記憶や教訓の継承、復興への思いの国内外への発信といった追悼、

鎮魂としての機能の位置づけでございます。２つ目が、津波防災文化をテーマとした交流

拠点や、公園利用者や市街地の安全確保といった津波防災の機能、３つ目が高田松原や古

川沼の再生といった自然環境の再生の機能、そして４つ目が町の賑わいやコミュニティ再

生の機能、以上４つの機能が示されてございます。また、その隣の右の図でございますけ

れども、これらの機能の大まかな区切りを示したものでございます。下が海になってござ

いますけれども、海側からいきますと高田松原の再生のゾーン、古川沼や川原川の水辺再

生のエリア、そしてその外側には追悼・鎮魂や賑わいの再生の機能があります。また、津

波防災機能につきましては、これら公園一帯を位置づけておるものでございます。 

また、最後になりますけれども、最近の県の動きといたしましては、ことし２月に高田

松原津波復興祈念公園として都市計画決定しているものでございます。そして、現在は事

業化を目指しまして、復興交付金の採択について、国と協議をさせていただいているとこ

ろでございます。 

以上、簡単でございますけれども、県の説明終わります。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 以上、国、市、県それぞれの検討の経緯をご説明させていただきました。 

続きまして、今回第１回目の委員会でございますので、先生方ご存じのところも相当多

いかとは思いますが、高田松原地区の現状につきましてまとめさせていただきましたので、

ご説明させていただきます。 

資料５を用意いただければと思います。まず、高田松原というのはどういったところか

ということですが、三陸海岸はご存じのとおりリアス式海岸ですが、その中でも広田半島

の一部、また広田湾の奥の高田松原が砂浜です。これは気仙川の河口からの河川が運搬し
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た土砂、また潮流が広田湾などで海食崖を侵食いたしまして、それが堆積した土砂により

ここに砂浜ができているというようなことです。 

この高田松原の歴史は江戸時代にさかのぼるものです。江戸初期にはここは波や風を防

ぐ施設が皆無であったため、潮風や砂塵、大波による被害が絶えなかったと言われており

ます。寛文６年（1666年）ですが、仙台藩が高田村の菅野杢之助に松の植林を命じ、最初

に植えた松が枯れてしまったのですけれども、またその後も私財を投じて松の植林を行っ

た。その半世紀後なのですが、享保年間に気仙川右岸の今泉村の肝入でありました松坂新

右衛門が高田村の事業を見習いまして、また私財を投じまして松の植林を行ってございま

す。これら植えられた松が絵図にも残ってございまして、２万本を超すものと推定されて

おります。 

この高田松原ですが、全国的にもさまざまな松原が景勝地となっているわけですが、こ

の高田松原も景勝地として明治後期から画家や歌人などがその風景を称賛しております。

左側の絵は、岐阜県美濃の蓑虫山人という人が、明治24年に今泉村、高田村を訪れて描い

た絵です。これでも高田松原の松原を景勝地として捉えてございます。また、右側は石川

啄木の歌碑です。これは津波で流されてしまったわけですが、明治33年に石川啄木が高田

松原を訪れた際に、ここを激賞したと伝えられており、これを記念して地元が「一握の砂」

の中で「いのちなき砂のかなしさよ さらさらと握れば 指の間より落つ」という歌をこ

この歌碑として建立したということでございます。また、高浜虚子も昭和２年にここを訪

れまして、「草臥れて、即ち憩う 松落ち葉」といった句も詠んでございます。 

続きまして、４ページをお願いいたします。このような景勝地である陸前高田の高田松

原ですが、戦前からも文化財として史跡名勝天然記念物保護法に基づきます名勝指定が昭

和15年になされております。また、戦後も昭和39年に陸中海岸国立公園の特別地域に指定

されておりまして、また最近ではつい今週ですが、日本ジオパークにも認定されておりま

す。この名勝指定は、昭和15年なので大変古い言葉ではございますが、「東北地方稀ニ見

ル壮大優美ナル松原ニシテ前ニ広田湾ヲ控ヘ後ニ氷上山、雷神山等ノ翠巒ヲ繞ラシ山紫水

明の一勝區ヲ成セリ樹種ハ黒松ヲ主トシ林相整美樹下荊棘ノ繁茂スルモノナク境地清浄ニ

シテ林内ノ逍遙ニ適ス」という形で極めて高い価値が示されております。 

次は植生です。高田松原はもともと７万本のクロマツ、アカマツが生えているところで

す。また、海浜部ですので、さまざまな海浜植物が生育しておりました。また、このペー

ジでは絶滅危惧Ⅱ類であるハマカキランの写真を載せております。これは松の林相に生え
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る草で、最近数が大変少なくなっているものですが、こういった貴重な植物もあるところ

でした。 

次は市民とのかかわりです。この高田松原は、植林、維持管理については住民の手によ

って行われております。昭和40年代に広田湾の開発に対する反対運動がありまして、その

後この松原を中心とした観光振興といったものがなされてきまして、平成５年に道の駅高

田松原も設置されております。また、高田ロータリークラブが早くから環境保全運動に取

り組んでおりまして、また高田松原を守る会も設置され、草刈りなどの保全活動がなされ

てございます。また、この写真にありますとおり、海水浴として大変著名でございまして、

海水浴客を中心に年間100万人の方が訪れる観光地でありました。 

次に、津波に対しまして、この松原は枯死と再植林をこれまで繰り返しております。天

保６年の三陸津波でも松が枯死し、また再植林をしておりますし、また明治三陸津波でも

松の一部が枯死してクロマツを中心に再植林しております。その後、昭和三陸津波でも３

割が枯死しまして、また再植林を行っております。この昭和三陸津波では、特に松原が津

波の防災の効果があったということで、この松の植林が三陸地域に広まったと聞いており

ます。チリ地震津波でも松原が二、三千本倒木いたしましたが、また再植林をして、第二

線堤より北の松はチリ地震津波の後に植林したというものです。 

今回の東日本大震災は極めて大きい震災でして、この高田松原の地形、砂州の大半と、

また松が消失しております。写真は東北地域づくり協会が被災前と全く同じ角度で撮りま

した空中写真を並べておりますが、これで見て一目瞭然でわかるとおり、砂州及び松原そ

のものが津波及び地盤沈下によって失われているということです。 

これは被災後の松の写真でごすが、根こそぎといいますか、そういった形で松が失われ

ているというようなことです。 

続きまして、10ページお願いいたします。現在の高田松原地区の状況でございますが、

海岸や河川、保安林の災害復旧工事等が行われてございます。また、残土の仮置き場とし

ても活用されているということです。 

10ページの下が今どのような工事が行われているかという図です。それを概略的に示し

たものが11ページでございます。これまでご説明したとおり、高田松原地区は文化庁の名

勝、また環境省の自然公園、鳥獣保護区がかかっているところであり、また国土交通省の

都市公園、また海岸保全区域、また河川区域、国道45号は道路区域、また林野庁の保安林

がかかっているという法規制がさまざまに折り重なっているところでした。現在そこの復
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旧、復興関連事業が行われておりまして、海岸保全区域につきましては第一線堤、第二線

堤につきまして、県のほうで海岸保全事業で災害復旧工事を行っております。また、保安

林につきましては県のほうで保安林の災害復旧事業、また河川につきましては県のほうで

河川事業としての川原川の災害復旧事業を行っているということです。 

都市公園事業は先ほどご説明したとおり、県のほうで復興交付金での調整を進めており

ます。写真が12ページにございます。これは８月末に高田松原地区の写真を今泉の高台の

ほうから撮ったものです。見てわかりますとおり、気仙川に、今はもう大分工事が進んで

ございますが、今泉地区の残土の運搬用のベルトコンベアの橋が建てられておりますし、

また国道45号も今仮橋が通っておりますが、そこの横のところで気仙大橋の災害復旧の事

業が行われております。また、海岸部では、高田地区の海岸の災害復旧工事が行われてお

りまして、真ん中で丸で囲った道の駅周辺のところは残土の仮置き場として活用されてお

ります。 

続きまして、奇跡の一本松について簡単にまとめたものです。13ページ以降です。高田

松原は先ほどご説明したとおり、松がほぼ壊滅したわけでございますが、１本のみが残っ

たということで、これはマスコミ等から希望の松、また奇跡の一本松と称されて、大変保

存の機運が高まったということです。そのため、日本造園学会、日本造園建設業協会、ま

た緑化センターなどさまざまな団体がこの一本松の樹勢維持・回復措置に着手しておりま

す。これにつきましては、涌井先生の本にも詳しく掲載されております。また、この一本

松をそのまま残すだけではなく、この遺伝子を残していこうと接ぎ木や苗木育成により住

友林業、また森林総研により後継樹の育成なども実行されております。 

しかしながら、大変残念なことでございますが、夏の酷暑や、また地盤沈下による海水

の影響により24年５月に一本松の枯死が確認されました。それで、陸前高田市は奇跡の一

本松保存プロジェクトを立ち上げまして、この復興のシンボルとして一本松そのものの保

存整備を実施しました。この作業は９月から行われてございます。これはお手元に市のパ

ンフレットもお配りしております。このお金につきましては、奇跡の一本松保存募金で賄

おうということで、国内外多くの方々から募金を集めまして、７月１日時点で目標額の１

億5,000万円を突破したということです。 

次のページをお願いいたします。この奇跡の一本松の保存ですが、この一本松の各部分

の樹皮などもできるだけ残して、屋外展示に耐えるような保存処理をしていく、また、葉

の部分は型をとってレプリカをつくっていこうというようなことです。 
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次のページです。保存方針２ですが、これは、真ん中をくり抜きまして、自立構造体と

いたしまして、その構造体は炭素繊維強化樹脂複合材料、ＣＦＲＰというもので補強する

ということです。 

続きまして、17ページです。ここの根の部分はコンクリートの基礎をしっかり打って、

また根は別途保存処理をして、将来に向けては保存するというような対応をしております。

これらの工事は乃村工藝社で行われました。この保存が完成いたしまして、平成25年７月

３日に奇跡の一本松の保存事業の完成式典が行われました。その当時の写真を掲載させて

いただいております。また、これはライトアップなども行われておりまして、全国から多

くの方々がこの奇跡の一本松に訪れております。ここにはＢＲＴが通っておりますが、臨

時の奇跡の一本松駅というものもＪＲで用意していただきまして、多くの人が訪れている

ということです。 

最後、19ページですが、このような奇跡の一本松は財務省の記念貨幣のデザインに採用

され、また絵本とか、ＣＤとか、また今日市長もこのバッジをつけておりますが、奇跡の

一本松を用いたアイコンという形で復興のシンボルとなっているということです。 

以上、高田松原地区の現状でございます。 

最後になりますが、本委員会の論点につきましてご説明させていただきます。資料６で

す。先ほど県のほうでご説明いただきました提言、また国土交通本省のほうで平成23年度

にまとめましたあり方と、これ比較した表です。これらを見ますと、国のほうでは追悼と

鎮魂の場、また復興を祈念する場、また震災の実情と教訓を国内外や後世に伝える場とい

う機能を３つ例示されておりますが、これは県のほうの提言では、この１のところにまと

めてまとめられております。また、県のほうの構想では、これに加えまして津波防災地域

づくり、津波防災文化をテーマとした交流拠点とか、利用者や市街地の安全の確保、また

三陸の歴史的風土と自然環境の再生、また公園による地域の再生、町の賑わいの再生とか、

地域コミュニティの再生といったものも提言には盛り込まれております。 

これらを踏まえまして、論点を６つに整理させていただきました。 

まず、①です。高田松原地区は、今回の東日本大震災において、どのような意味を持つ

場所かということです。これはここの復興祈念公園としての立地としてどのような意味を

持つかということです。 

②、高田松原地区において犠牲になった全ての命に対する追悼と鎮魂を行う場はどうあ

るべきかということで、これは国の機能の１に相当するものです。 
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③、高田松原地区において、地域固有の歴史や文化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、復興を祈念する場はどうあるべきか。これは、国の機能の２に相当

するものです。 

④、高田松原地区において、被災の実情と教訓を後世に伝承する場はどうあるべきか。

これは、国の機能の３に相当するものです。 

⑤、併せて、「津波防災地域づくり」、「三陸の歴史的風土と自然環境の再生」、「地

域の再生」をどのように考えるか。これは、県の提言を踏まえた２から４に相当するもの

です。 

⑥、高田松原地区の復興祈念公園における多様な主体の参加はどうあるべきか。これは、

これらに加えまして、多くの方々の参加をどのように考えたらいいかということです。 

以上、論点を整理させていただきました。 

スケジュールについても説明してよろしいでしょうか。 

【中井委員長】 

 はい。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 本委員会ですが、資料７にスケジュールを整理させていただいております。今回第１回

目で、これまでの整理と、また岩手県の提言のレビュー等を行っておりますが、第２回を

11月の下旬、第３回を年明けまして１月、第４回を３月に予定しております。この流れで

基本構想を固めていきたいと考えております。また、あわせて市民、ＮＰＯ等へのヒアリ

ング調査、また現地でのシンポジウム等を10月から11月にかけて企画していきたいと考え

てございまして、また基本構想案ができましたら、それにつきましてはパブリックコメン

トでさまざまな意見を聴取していきたいと考えております。 

長くなりましたが、以上で事務局からの説明を終わらせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

なお、本日欠席の広田先生から、これらの論点についてあらかじめコメントをいただい

てございますので、それについて簡単にご説明させていただきます。資料番号は振ってご

ざいませんが、１枚「広田先生からのコメント」という裏表のペーパーでございます。こ

ちらをお読みいただければと思いますが、簡単にご説明しますと、各論点について一言ず

ついただいてございます。特に論点２の追悼と鎮魂の場はどうあるべきかなどについては、

ハードの場だけではなくて、住民の参加の機会としてのソフトの場ということが重要であ
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り、参加の機会づくりということが重要ではないかということ。また、論点４で被災の実

情と教訓を伝承する場はどうあるべきかということにつきましても、やはり今回の実情を

伝えるためには記念館といったものが必要なのではないかという意見をいただいておりま

す。 

裏面でございます。論点５は、それぞれ分けて書かれてございまして、津波防災地域づ

くりについても住民の防災訓練などの自主防災組織づくりといったお話、また地域の再生

については市内のコミュニティの再生や活性化につながるモデルにしていくことが重要

で、それを公園づくりが練習台になればよいのではないかと。また、多様な主体につきま

しては、今後の計画設計段階や施工段階、管理運営段階ごとに住民参加の仕組みや運営方

法を考えていくべきで、それが将来の公園の管理運営組織に移行していけばいいのではな

いか、またそのためには協議会といった組織が有効なのではないかといった意見をいただ

いております。 

以上でございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

一応これで資料は全て説明をしていただきました。それで、きょうは第１回目というこ

とでもありますので、忌憚なくいろいろご意見いただければと思いますけれども、本日終

了の予定時刻が２時になっているので、あと30分強というような時間の中ですので、意見

交換というよりは一方通行になるかもしれませんけれども、１回目ということでもござい

ますので、委員の先生方から本委員会あるいは高田松原地区の復興祈念公園への思いとい

うのでしょうか、そういうことについてご発言をいただければと考えております。 

スケジュールですとか、委員会の進め方については後で最後に少し議論になるかと思い

ますので、むしろ資料６あたりについてご発言いただければと思います。どなたからでも

よろしいのですけれども、まずは地元の代表であります戸羽市長から一言お願いできます

でしょうか。 

【戸羽行政委員】 

 では、私から少しお話をさせていただきます。 

先ほど広田先生の論点が細かく出ていましたが、そういったことではなくて総体的な話

をさせていただきたいと思いますが、この復興祈念公園の持つ意味というのは人によって

それぞれ違うのだろうというふうに思っていて、例えば市民にとってどういうものである
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べきかということもありますし、あるいは被災をされた方、これは陸前高田の人という意

味ではなくて、被災をされた方にとっての意味というのがあるというふうに思いますし、

あるいは日本人にとってということがあると思いますし、あるいは世界の人たちにも応援

をいただき、また注目をされているという視点が必要なのだろうというふうに思います。 

また一方で、先ほど来鎮魂という話が出ています、これはもちろん一番ベースのところ

だというふうに思いますが、先ほどご紹介をいただきました奇跡の一本松、これは私たち

にとって、あるいは被災者にとっては当時「希望」という言葉がどこにも使えない中にあ

って、「希望の一本松」、あるいはもしかしたら奇跡が起こるのではないか、もう一回我

々は頑張れるのではないかという意味のものだったというふうに思うわけです。 

ですから、私はこの公園というのは、やはり憩いの場であり、そしてみんなの希望の象

徴でもなければいけないというふうに思いますので、そういった意味では本当に多種多様

な意見がある中で、それを全て網羅するというのは簡単ではないのかもしれませんが、そ

こを訪れた人たちがそれぞれの思いというものを持ってこられる、そしてそれにある程度

きちんと応えられる施設、そういったものを目指していくべきではないかなというふうに

思っております。 

私からは冒頭ですので、簡単にお話をさせていただきました。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

では、その流れということで、県の佐藤委員にお話を少しいただけますでしょうか。 

【佐藤行政委員】 

 私の立場といたしましては、委員というよりも実際にこの公園を整備する立場、あるい

は周辺の防災施設等を整備するというような立場から、お願いというような形あるいは御

礼というような形で意見を述べさせていただきたいと思います。 

まず、昨年県の構想会議のほうでいただきました提言、大きく４つに区分されて提言い

ただいておりますけれども、最初のご挨拶でもお話し申し上げましたけれども、この委員

会におきましては、これをさらに具体化して、さまざまなこれからの市民の方々に意見を

いただいていく場等ございますけれども、より具体的に見えるような形でご意見をいただ

くようにお願いしたいというふうに思います。 

そういう意味で、追悼、鎮魂というような機能もございますけれども、実際に津波防災

文化の醸成あるいは津波に対する安全確保、津波防災の面、そういう機能が求められる。
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あるいは先ほど高田松原の歴史、事務局のほうでご説明いただきましたけれども、松原の

再生あるいは古川沼の再生、そういう歴史風土を生かした自然環境再生、市民の方々が一

番よくなれ親しんできた風景ですけれども、これらをどういうふうに再生していくのか、

そして私ども非常に大事と思っているのは、これをつくっていく計画段階あるいは公園を

つくっていく、将来管理をしていくという中で市民の方々に非常に愛される公園というこ

とが大事なのですけれども、そのためにもさまざまな場面で参加をしていただくというよ

うなことが大事なのだろうというふうに思っております。そういう形で、私ども進めてい

きたいというふうに考えておりますので、委員の皆様にもそういう観点でのご助言をいた

だきたいというふうに思います。 

実際に現場のほうでは、先ほどご説明いただきましたが、かなりさまざまな事業が動い

てきております。そういう中で、事業間で調整しながら公園事業を進めていかなければな

りませんので、関係者の皆様方のご支援、ご協力をいただきながら、公園についても円滑

な事業化あるいは工事着手、国と一緒に国土交通省さんの皆さんと一緒に進めていきたい

というふうに思っておりますので、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。 

地元の市長さんと、それから県の方からやや冒頭のご挨拶的な部分もありましたけれど

も、ご意見いただきました。 

あとは割と自由にきょうはご発言いただければと思っております。どなたからでも結構

ですけれども、いかがでしょうか。 

国の検討会の座長をされていた涌井先生あたりいかがでしょうか。 

【涌井委員】 

 私のほうから申し上げれば、これはここに参考資料１の１ページ、２ページ、３ページ

と、これは内藤先生も含めて哲学が必要だというので、実は渾身の思いで書いたものであ

りまして、これにほとんど結集していると言ってよろしいのではないかなというふうに思

います。 

ただ、論点のところで申し上げますと、先ほど申し上げたようにこの輪っかというのは

大変な広がりを持っていますので、決して地域だけに限定した発想は捨てるべきだろうと。 

それから、もう一つ、そういう中で、確かにおっしゃるように多様な主体の参加型であ

ることは非常に重要なのですが、私はそういう面でこうした公園緑地の参加型の推進をや
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ってきた人間として、今一つの限界に来ているところもたくさんあるのです。それはなぜ

かといいますと、多様性は下手をすると他者を排斥する可能性につながる。したがって、

どうしても自分たちが一生懸命これを守っているということがあるものですから、守って

いるということは他者を排するという結果を招いてしまう。したがって、そういう意味で

今からしっかりとした受け皿をつくって、これは例えば具体的な例でいいますと愛・地球

博の記念公園、これは青少年公園からずっと40年間のボランティアの活動の集積なのです

が、これが結果としては群雄割拠して、結果として県民、市民のためにならなくなってし

まっているという側面があるので、それを公園マネジメント会議という形で指定管理者か

ら、県から自治体関係者も含めてＮＰＯ、ＮＧＯ全部公平に取り扱うマネジメント会議と

いうのをつくりました。これによって生まれ変わったのです。つまり、そういう受け皿を

最初から戦略的に構想していかないと、結局物すごく熱心になる余り、一方的な惚れ込み

で、ほかに目が行かなくなってしまう、そこで排斥の議論ができて、結果としては市民参

加がごちゃごちゃになってしまうという危険性があるので、そういうことを前提にした多

様な参加の呼びかけ方をどうするのかということが非常に重要なのかなというふうに思っ

ています。 

最終的なイメージとしては、これは希望ですけれども、清らかな厳粛性と、そして克災

や減災、防災へいかに地域の方たちが英知を絞ってきたのか、同時にそこから見えてくる

未来への希望だとか、楽しさ、これをどう共存させるかというのが実は非常に難しい課題

であって、それが共存させる手段というのはわかりやすい、私は知の創造、それを公園の

中に表現すること以外にないというふうに思っています。それは、先ほど申し上げた１、

２、３にある程度その思いを書いてございますので、ぜひご参考までにお読みいただけれ

ばなと、こんなことを考えております。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。 

ほかの先生方はいかがでしょうか。 

内藤先生、どうですか。 

【内藤委員】 

 涌井先生の渾身の委員長文がありますので、それを読んでいただければと思います。す

ばらしい文章ですので、私も読んで感動いたしました。全くそのとおりだというふうに思

います。 
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私の知っている話を少し申し上げますと、広島の平和記念公園で、横にあるイサム・ノ

グチさんの橋をどうするかというので、委員会の座長をやりまして、広島市とも平和記念

公園の話を随分させていただきました。やはり歴史的時間のなかで記憶が遠のいていると。

それは市民もそうだし、市役所も同じように感じているということが１点です。わずか70年

で、もう何か当たり前の風景になり過ぎているのではないかということが気になります。 

それから、もう一つ気になりますのは、とはいえあそこに慰霊祭をやるときに物すごい

人の数が来る。だから、それをどうさばくかという話が歩道橋の幅をどうするかみたいな、

何人通るみたいな話が実はありまして、そうすると今度これができたときに一体全体何人

ぐらいの人がここに来るのか、その人たちがいないときはどうなのかとか、これから幾つ

も考えていかなければいけない話があるような気がします。やはり気になりますのは、涌

井先生が言われたようにエリアマネジメントと言ったらいいのかな、マネジメント戦略と

言ったらいいのかな、それが非常に大きな論点になってくるのではないかというふうに思

っております。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

今涌井先生と内藤先生のほうからマネジメント的な話が出ましたけれども、実は広田先

生のコメントも最後の多様な主体の参加のところには公園づくりを設計段階、施工段階、

管理運営段階に分けて、それぞれの参加の仕組みと運営方法を考えていくという、その際

に最も重要なのは公園づくりのプロセス全体を進行管理していく主体づくり、ここでは主

体というような言葉を使われていますけれども、中身としましては、例えば祈念公園づく

り協議会、または委員会を設置してその事務局を行政機関と民間団体、例えば中間者、Ｎ

ＰＯが協働で担うようにするのも一案であるという、プラットフォームと言えばいいので

しょうか、そういうようなものをあらかじめかなりしっかりした形で作っていくというこ

とが参加による混乱というとちょっと語弊があるかもしれませんが、そういう意味でもい

いだろうというような、そのあたり共通したような線が一つ見えているのかなというよう

に思いました。 

そのあたりマネジメントについてご経験も結構ございます池邊先生いかがですか。 

【池邊委員】 

 今ここの中にありますのは、公園という言葉の中に、どちらかというと公園緑地という

か、復興園というか、そういうイメージがちょっとあり過ぎるのかなという気がします。 
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といいますのは公園、市民参加、指定管理者、そういうもので本当にこの公園を語って

いいのだろうかという気がします。といいますのは、多分向こう５年、10年は多分それで

とても盛り上がると思います。でも、10年後、20年後にこの公園あるいは陸前高田市、あ

るいは気仙地域全体の方々が住み続けたいと思った地域として、地域の象徴としてこの公

園がなるかどうか、要するに今内藤先生から多くの方がセレモニーにいらっしゃると話あ

りました。私も今回、要するに広島とか阪神あるいは長崎とは大きく違う、なぜなのかと

いうとあれは都市だからです。それで、都市というのはやはり20年、30年たっても引き続

き人間が住み続けます。でも、陸前高田につくった公園が10年後、みんな違う地域から仙

台や一関や、あるいは東京や、遺族という方がそういうところから集まるのであればその

ための受け皿として広大な土地を広々とした広場、ペイブされた広場、鎮魂の場。そうで

すね、特に広島のような、そういうフィジカルなモニュメントとしてつくるのかどうかと

いうところは非常によく考えていただきたいと思います。 

というのは、やはり住み続けたいという思いを地域の方、先ほど陸前高田だけではない

とおっしゃいましたけれども、やはり地域の方にとってはこれ名勝でございます。先ほど

国土交通省さんのほうからお話ありましたが、実はこれ名勝解除してございません。実は

この１本しかなくて、それが伐採された時点で解除ということをしてもよかったのです、

そのときの委員長をしておりましたのであれですけれども。 

ただし、先ほど来お話がありましたように、これは人工的に地域の方々が何百年もかけ

ていろんな方々が思いを持って集めてきてできた松林であって、単なる防風林とか防潮林

ではないのですよね。それが結果として非常に美しい景観となって、その石川啄木にも読

まれ、多くの方に読まれた。そういうことの本質的な価値というものを文化庁の名勝指定

の側としては尊重してというか、今後もまた100年、200年たてば同じようなという必要は

ありません。完全に自然再生をするとか、あるいは松林として７万7,000本、同じ形で再生

するなんていうことは全く考えていませんけれども、ただ名勝として、やはりあり続ける

ためには、美しくて人々に愛され、文人、歌人の方にまた後世になっても読まれたり、訪

れていただけたり、それが住み続ける住民の方もそうであり、そういう文人の方とか、そ

ういう観光客ですね、そういう方もそうであるというところがどうなのかということが１

点ございます。 

それから、２つ目といたしまして、鎮魂というときの象徴とは何か。実は、原爆の記念

公園をつくられたときの復興の参議院議員の方が、要するに原爆ドームというのは象徴だ
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というお話をなさっているわけですけれども、今回奇跡の一本松というのが一つの象徴と

してある。そうだとすると、次に公園の中にまた大きなモニュメントとか、あるいはそう

いうものを建てて、それが象徴だというような形にするのであるか。住民の方々がどうい

うものを象徴かというふうに思うのかというのもありますけれども、そういった部分が２

つ目ございます。 

それから、３つ目は、先ほど郷土の文化を研究しているというお話ししましたけれども、

この地域、陸前高田だけではないと思います、気仙郡としてですけれども、今民話なんか

も調べていますけれども、たまたま「遠野物語」は柳田国男が語られたから、あんなに有

名になりましたけれども、陸前高田にはそれにまさるおしら様の歴史があったりもします。

そういったものが今まさに全てを失われていこうとしています。 

この前、住民の方にもお聞きしたのですけれども、浸水した地域全てを失った。今陸前

高田では復興がとても勢いよく進んでいて、住民の方々ももちろんとても期待しています、

早く高台移転した家に住みたいと。でも、一方で自分たちは高台移転を希望した。だけれ

ども、それが自分たちがなれ親しんできた森が全部切られるということは想像だにしなか

ったと、おらたちのおじいちゃんやおばあちゃんたちに申しわけねえというようなおじい

ちゃんや、おばあちゃんもいらっしゃいます。そういった気持ちをどういうふうにするか、

要するに浸水区域は全て人工的にでき上がります。復興計画として就業の場もなくてはい

けませんし、賑わいの場もなくてはいけません、都市公園もなくてはいけません。そして、

高台移転地も全て新しいハウスメーカーのものと大きな擁壁、ひな壇の造成、そういうも

のででき上がります。 

その中にあって、この公園がどういうものであるべきなのかというものをやはりまさに

日本人の文化、気仙の文化として1,300年続いてきた歴史の三陸地域という場所、そこの民

が引き継いできたものというものをどういう形で我々が公園というものに移し得るか、そ

ういう課題を持っていると思っております。 

ですから、市民参加でもちろん植樹祭も行われるでしょうし、いろんな形で指定管理者

みたいなものでもちろん考えていくことは大事です。でも、普通の公園のように５万人が

みんなできれいにやりましたと、そのときはとても華々しいものになるかと思いますけれ

ども、そうした途端にそれが終わるとアリの子のようにいなくなってしまって、違う地域

から来るというのではいけないと思いますので、やはり地域の方にまさに管理としても愛

される、それがまさに高田の松原のもともとの名勝としての本質的な価値だと思いますの
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で、その点を十分留意していただきたいと思います。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。 

牛山委員、本多委員いかがでしょうか。 

【牛山委員】 

 私の立場からは、災害あるいは防災という面からの公園の機能というのをどうしていく

かというところ、私自身もそんなに確たるものがあるわけではないのですけれども、その

視点については私自身考え、発言していかなければいけないかなというふうに思っていま

す。 

多分今回の震災で祈念公園幾つかできることになるだろうと思うのですけれども、中で

も陸前高田の高田松原というか、陸前高田にこの祈念公園ができるということについて、

多分場所を選定することについてほとんど異論は生じないであろうと、誰もが納得するで

あろうと思うのです。それはなぜかというと、多分陸前高田の状況を少しでも知っている

人であれば、誰がどう見てもここは今回の震災の一番悲惨な現場であるというふうに思わ

れるからだと思うのです。それが悲惨というものの指標、私はどちらかといえば理系です

ので、冷酷に言いますけれども、指標は何かというと多分市町村別で一番多くの方が亡く

なったのは石巻市なのです。ですけれども、浸水した範囲の人口に対する亡くなった方の

比率は女川と陸前高田と大槌がほぼ一緒なのです、11％くらい。その中では、飛び抜けて

陸前高田は亡くなった方が多いわけですね、約1,800人ということで、多分数字で言うとあ

らわれてくるとそのあたりかなと。明らかに密度的に高密度に非常に大きな犠牲が出たと

いうことが我々に強い印象を与えているのではないかなと思うわけなのです。 

ですので、となると当然一般的な公園としての機能は有していかなければいけないし、

そういう観点での整備もしていかなければいけないけれども、ここは大きな被害が起こっ

たところであると。現状は特にそうですね、だからこそ人が訪れていると。 

では、そういう人たちにどう応えるか、あるいは今後は意識的に来る人というのがだん

だん減っていくのかもしれないですね、むしろいかに少し関心が落ちてきた人たちをこう

いう場に呼び寄せて、いろいろなものを学んでもらうというためにはどうしたらいいかと

いうこと、これを考えていかなければいけないのではないのかなと思います。ですから、

うんとありきたりな言葉で言うと災害の伝承あるいは経験の伝承ということだと思うので

すけれども、そのためのどういう施設をつくっていくか、提言、いろんな論点の中にもあ
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りましたけれども、何らかの施設、箱物ですかね、そういったものを入れていくことは、

これは絶対にそんな意味でも中核的なものとしてどうしても必要だろうと、それが具体的

にどこにどういうものというあたりもこの検討会で議論していかなければいけないところ

かなというふうに思います。 

それから、これも既に論点として出ているところですけれども、かなり平らな広いとこ

ろに多くの人を集める場所をつくってしまうことになるのです。となるとそこへ来る人、

あるいはそこの近隣の人のための防災施設でもなければいけないというところはあろうか

と思います。この辺も具体的にどういうものを入れていくかがまさにこれから議論しなけ

ればいけないと思うのですけれども、今静岡もそうですし、あるいは高知、和歌山とか、

南海トラフ沿いの地域では海岸沿いの避難施設というのが非常に議論になっています。避

難タワーというのが非常に多く提案されていて、私は避難タワーは大嫌いなのですけれど

も、あんな醜悪なものをどうしてつくるのかなという気がしていて。なので、ぜひ高田で

は、あれはちょっとなと。ただ、何にもつくらないときっとよくないと思うので。 

私は、静岡で一番かかわっているのは袋井市というところなのですけれども、袋井市で

は江戸時代から命山と言って、盛り土で、当時は高潮からの避難施設だったのですけれど

も、そういう盛り土型の避難施設というのが非常にいいなというふうに思っていまして、

あれも現に江戸時代のものがあるので、タワーなんて200年持つわけがないのですけれど

も、命山は200年たつと気持ちいい古墳みたいな感じのものになってきて、例えばそういっ

た形での無理のない避難施設というようなもの、もちろん公園ですから、避難タワーを兼

ねて展望タワーみたいなものでもありだとは思いますけれども、そういったものを踏まえ

て施設を考えていくということ、そのあたりはいろいろ議論していかなければいけないと

ころかなというふうに思っています。 

ポリシー的な話ではなくて、ちょっと細部の実務的な話になって恐縮なのですけれども、

そういった観点、防災の施設あるいは今後の防災のための、要するに今後の被害を減らし

ていく、一人でも今後の被害を減らしていくために何か役立つものにしていくということ、

観点、それはぜひ忘れてはいけないのではないかなというふうに思っております。 

【中井委員長】 

 では、本多委員お願いします。 

【本多委員】 

 私からも３点ほど申し上げます。１点目は先ほど高田松原の現状ということのお話あり
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ましたけれども、震災以前のことを理解するために若干お話ししますと、先ほど石川啄木

の記念碑があったと言いましたけれども、全部で８基の石碑がありました。残念ながら、

現在のところ一基も見つかっておりません。あれだけの重量物がどこに行ったのか見当た

らないのです。実は高田の博物館には、元博物館長であった宗宮参冶郎氏（故人）が市内

の石碑のほとんどを拓本に採って、軸装し寄贈されたものがあり、今回の震災で被災しま

したが、回収され現在修復を行っております。高田松原にある８基の石碑は全部拓本とし

て残されています。 

それから、高田松原にはお寺が１ヶ寺ありました。日蓮宗の妙恩寺、私たちは法華寺と

呼んでおりました。墓地もありましたが、今回流失してしまいました。 

２点目は、先ほどからいろいろと公園のことについてお話しされていますけれども、そ

の一番の土台となる高田松原の松林はどういうふうに構想されていくのか、公園をつくっ

ていくための海岸林としての松林について幾つか話題にされていることがあります。三保

の松原でもそうなのでしょうけれども、松くい虫をどうやって防いでいくかという問題が

あります。高田松原にも松くい虫がもう既に入っていたのです。それから古川沼が汽水湖

であったのですけれども、ヘドロが堆積している状態を改善するために、一度海水の流入

を遮断し、浚渫工事を行い、工事終了後水門を開けた途端水位が上がりまして、過去に水

位がこんなに上昇しただろうかと思うほど満潮時に水位が上がっていたのです。そのこと

について海岸林の専門家の人たちから、あれは危険だぞと警鐘を鳴らしていたのを私は以

前から耳にしておりました。奇跡の一本松にかかわって根を張る深さの問題が指摘されて

いるようですけれども、先人の苦労を引き継いで、今までよりも海岸松林を強いものにし

ていくという発想を持たなければならないと思います。 

その他、いろんなことが耳に入ってきますが、高田松原はアカマツとクロマツが混合し

ていて全国的に見ても珍しいと言われておりました。しかし、従来の第二線堤の背後地は

広葉樹が侵入し混合林になってきていたのです。また、アカマツとクロマツが長い間に混

血している状態が見られているとのことです。一本松もその中の一つらしいのですけれど

も、強い松をつくっていくということは防災の効果にもつながっていくのだろうと考えま

す。したがって、公園を考える場合に高田松原をどのようにして強い松林にしていくかと

いうことをきちっと押さえておかなければならないのではないでしょうか。 

３点目は、池邊先生もおっしゃっていましたけれども、あと10年後、20年後に高田の人

口がどうなるか。私は交流人口という言葉で言っているのですけれども、交流人口をどう
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やって増やしていくか、そのことを考えることが高田の生きる道であると。今度三陸縦貫

道ができますけれども、前にユースホステルに出入りしていたときのペアレントのお話と

して利用する若者たちが夕方着いて、朝自転車で大船渡から宮古に向かうというので「ど

うして高田を回らないの」と言ったら、「いや、高田には余り興味がないから」というよ

うな言い方をされたと言っていたことが、すごく心に残っていて、このような発言をいた

しましたが、震災を乗り越えて、高田松原の再生を中心に据えながら、豊かな自然・歴史・

文化を再構築し、交流人口を増やすことによって、高田の人たちが生きる道が生まれてい

くのではないかというようなことを考えています。 

高田松原の一つの機能として、鎮魂・慰霊の場ということがありますけれども、それ以

外の機能を併せながら検討していかなければならないと考えます。その一つの例として、

牛山先生がお話ししておりました防災機能のことと係わって、高田松原の入り込み人口に

ついて、平成２年と３年度の資料を見つけ調べてみましたが最高のときで一日５万人来て

いるのです。そういうことも含めて考えていかなければいけないのではないかと思います。 

以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

それでは、行政委員ということで本省の新田調整官ももし何かございましたら。 

【新田行政委員代理】 

 私の立場は、皆様の思いみたいなものをいかにちゃんとものにしていくところの責任を

とるかということだと思っておりますので、皆さん方のご意見をたくさんいただければな

と思っておりますし、また先ほど涌井先生のほうからもご紹介がございましたが、本省の

ほうでやりました委員会の中でもかなり幅広い議論をしていって、単に物をつくればいい

とか、そういうものではなくて、むしろその奥にあるというか、根底にある思想みたいな

ものがすごく大事で、それをちゃんとその後に引き継いでいくことも重要だということを

随分教えていただいたのかなと思っておりまして、そういった面もよく踏まえながら、こ

の委員会の中で皆様のご意見をよくしっかり聞いて、どうやっていったらいいのかなと具

体的に考えていきたい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す。 

復興庁の亀村さんはいかがでしょうか。 
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【亀村行政委員】 

 復興庁では、今最優先課題というのは住宅の再建となりわいの再生ということで、これ

に関連した事業は優先的に進めています。こういったものがだんだん進んできて、多分最

後に残るのは心の復興ということで、この松原というのは多分心の復興の象徴になるのだ

というふうに思っていますので、そういった観点でも整備が進んでいくのを期待していま

す。 

それから、復興庁の今の動向ですけれども、この公園についても、基本計画策定費を継

続要望しております。 

以上、お知らせです。 

【中井委員長】 

 国道管理者というお立場になりますけれども、東北地整の川﨑さんはいかがでしょうか。 

【川﨑行政委員】 

 私どもは、この公園のエリアに密接する形で道の駅高田松原がございますし、国道45号

が走っております。今回の復興祈念公園とこれらは密接にかかわっていると思いますので、

まさにこの議論を受けてつくるコンセプトの中で、我々として何ができるのかというとこ

ろをぜひ真剣に考えていきたいと思っております。 

道の駅は、ご存じかもしれませんが、平成５年に登録がスタートしてちょうど今年20年

目、全国で1,000を超えています。いろんな役割・効果が出てきまして、今まさに、一言で

言えば地域の個性、価値をどういうふうに応援するのかというのが我々道の駅行政に求め

られているところでございますので、真剣に何ができるのか、皆さんの議論を参考にして、

できる限りのことをやっていきたいと思っております。 

以上であります。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

一当たり委員の皆さんから意見をいただいたところで予定した時間になってしまったの

ですけれども、10分ほどもうちょっとお時間をいただいて、もう少しここを強調したいの

だというような補足的、追加的にご発言があったらお受けしたいと思います。せっかくの

機会ですので、いかがでしょうか、市長さん、最初短かったので、どうですか。 

【戸羽行政委員】 

 ありがとうございます。 
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先生方もいろいろとそれぞれのお立場というか、それぞれ勉強されていること、研究さ

れていること、さまざまあると思いますので、私とすればやっぱり本当に皆さんの思い、

これは本当に誰のものというものではないと思いますので、できるだけ皆さんの思いがそ

こに入っていくということが大事だろうというふうに思います。 

それから、10年後、20年後どうするのだというような話がありましたが、私どもは少な

くともこの復興というものをしていく以上は人口減というのは確かに日本全体の問題とし

てあるわけですが、ただ何もそれに手を入れないで、このままただ衰退していこうという

ことであれば、我々は当然復興なんていうことはしないわけであります。やっぱりここに

復興祈念公園をつくってほしい、いただきたいという思いがある以上、しっかりとそこに

はコンセプトを持って陸前高田の新しい魅力というものもしっかり出しながらやっていか

なければいけないと思っています。 

やっぱり先ほど来牛山先生からもお話あったように、陸前高田というのは今まで誰も知

らなかった。でも、この被災があって、あるいは文化財であるとか、歴史とかというのも

またクローズアップされてきていろいろあるわけですね。ですから、私はまず「3.11」と

いうものが陸前高田に来ることによって、ある程度把握ができるというようなまちづくり

のコンセプトが必要だと思います。例えば図書館をつくるにしても、今までは図書館とい

うのはただの図書館であるわけですが、例えば世界中の「3.11」に関する文献が陸前高田

市の図書館に来れば全部見ることができますぐらいの例えばそういうものをやっていく。

ほかの施設についてもそういうコンセプトを統一していく、そうすると学習旅行であり、

修学旅行ですね、昔で言う。そういったものも誘致もできると思いますし、まさに交流人

口をふやすということについては、そこのメインのところとしてこの復興祈念公園という

ものが位置づけされていけば、これは遺族の方であり、被災された方であり、あるいは子

供を育てている方々にせよ、高齢者の方にせよ、その歴史文化も含めてですが、陸前高田

というところに来ることによって、それなりに得るものがしっかりあるというまちづくり

ができれば、私はただただ衰退をしていくということではないのだろうというふうに思い

ますので、そういう意味でもやはりこの公園というものの位置づけ、内容、そこが大きな

意味を持つのだと思いますし、涌井先生、内藤先生がおっしゃられたように、確かにそう

いうものというのは今でも起こっています、一生懸命、一生懸命やる方は外から入ってく

る人に対して横から口出さないでほしいという状況がもう生まれているのです。でも、こ

れはやっぱり避けなければいけないですし、そういったところも含めてここでいろんな意
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見をいただいて、本当にすばらしいものを目指していきたいなと、そういうふうに思って

います。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

ほかの委員の皆さん方はいかがでしょうか。 

牛山先生どうぞ。 

【牛山委員】 

 きょうは第１回ということで全般的な議論でよかったかと思うのですけれども、なかな

か委員会の時間も限られると思いますので、できれば今後はそれぞれの会では大体このあ

たりまでの議論、あるいは各会ごとでなくてもゴールで大体どれくらいの内容のことまで

まとめていくのかといったような、その辺の作業のめどみたいなものを事務局提案でいい

と思うのですけれども、示していただくと議論が進めやすいかなという感じがいたしまし

た。 

【中井委員長】 

 では、ちょっと事務局のほうから今後のスケジュールも含めて、そのあたり腹案がもし

ございましたら何かご発言いただければと思いますが。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 先ほど復興庁の亀村委員のほうからも話がございましたとおり、今年度は基本構想の策

定ということがミッションでありまして、来年度は基本計画という予定です。これは、大

規模な都市公園を検討する際に基本構想があって、基本計画があるというものですが、具

体的な細かい絵柄みたいなところは来年度の基本計画ということでして、今年度は考え方、

方針、また大まかなゾーニングといったものをあらかた整理した上で、来年度基本計画で

より詰めていくというような形をとっていきたいと思っています。ただ、その際、基本構

想と基本計画の境がここまでというラインが明確にあるわけではなくて、当然にしてほか

の事業との調整等もございますので、その中で決まってくるところですが、この公園を整

備するに当たっての先ほど哲学といったお話もございましたが、理念的なもの、また整備

するに当たっての方針といったものをはっきり固めていって、大まかにどういったものを

どの辺につくっていくのかぐらいは何とか今年度である程度出していきたいと思っており

ます。 

【中井委員長】 
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 県の佐藤さんのほうも今のような事務局の進め方ということで、先ほどもう少し県のほ

うの提案を具体化したいというようなお話でしたけれども、大体このようなスケジュール

でいいというようなことでしょうか。 

【佐藤行政委員】 

 大きなスケジュール感としてはそういう形で進めていけたらいいなというふうに思って

おります。ただ、市民の方々の心情を思えばなるべく具体的な形に見えていくようにする

ことも大事なのかなというふうに思っていますので、そういう観点もお願いしたいという

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。 

１回目ということで、今日のところはこれぐらいでよろしいでしょうか。いろいろとご意

見いただきましたけれども、まとめとして私の印象をお話しさせていただきますと、皆さ

んまず共通して言われているのは単に広場とかスペースをつくって、そこを後で何かうま

く使うように考えてくださいねというようなことではいけないと。要は、空間をつくるの

ではなくて、やっぱりここは場所づくりとしてきっちりやっていかなければいけないとい

う内容だったのかなと思いました。場所にするためには、いろいろと人々の思いを込めて

いかないといけないわけですけれども、そのときにやや地域寄りの話ともう少し広く今般

の震災全体を捉えてという話が両方今出てきていて、しかもこの公園の整備の中核になる

のはどうやら県だとすると、ちょうど中間的な主体になるということで、その辺のバラン

ス感覚、調整をどのようにしていくのかなというのが１つ目のこの構想を考えていく上で

の論点になるのかなと思いました。ただ、地域寄りの話と震災全体の話は必ずしも相反し

ているわけではなくて、まさに最初に市長が言われたようにそれぞれの方がそれぞれの思

いを持ってここに来られて、それぞれの思いを持ってまた次のところに行かれるというこ

とが基本になると思いますので、本当に１年に１回3.11の日にやるようなイベントと日常

的な活動みたいなものでうまく役割分担なりすみ分けのようなことが私はできるのではな

いかなというように考えています。 

それから、２番目は時間的な話で、多分公園ができるまでにはまだ何年も、今まだ残土

の仮置き場にしているような状況ですから、まだまだ時間がかかるわけで、その間の話と

その先の話、それら時間的な軸を見据えながら参加だとか、管理だとかという話をどう今

のうちにしつらえて考えていくかといったようなことが２番目の論点として出てきたのか
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なと思っています。これは県の構想会議のときにもまさに議論していた話なので、少しそ

の中身をこれから詰めていければと思います。 

それから、３番目は公園中の話で、一つ大きなものは高田松原で、高田松原がきっちり

再生できない高田松原復興祈念公園はあり得ないわけですので、そういったところ少し技

術的な話も入ってきますけれども、その部分。それから、公園の安全の話、あるいは公園

の中の施設の話ですね。そういったところが幾つか論点として出てまいったと思います。

そのあたり少し順に事務局のほうで整理をしていただきながら、今後議論を深めさせてい

っていただければと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

それで直近だけのお話をしますと、次回と、それからその前なのか、後ろなのかよくわ

からないですけれども、市民、ＮＰＯ等へのヒアリング調査及びシンポジウム等と書いて

あるのですが、資料７ですね。このあたりは何かもう決まっているような話はあるのでし

ょうか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 まずは、昨年の県の委員会では地元代表の委員も入っておりましたが、今回そういった

方々にも個別にこういったお話をして、意見を伺うという場をつくっていきたいと思って

おります。 

また、陸前高田市で昨年の県の会議でもやりましたけれども、やはり市民を巻き込んで

この公園のあり方どうあるべきかといった形での会はやりたいと思っていまして、今まさ

に市と日程を調整しているというところです。また、中井先生とも相談させていただけれ

ばと思っております。 

【中井委員長】 

 それでは、具体的な日程についてはまだこれからということですね、皆さんお忙しい先

生方なのでなるべく早く調整をしていただければと思います。よろしくお願いします。 

本日はどうもありがとうございました。それでは、ここで事務局にお返しをいたします。 

 

７．その他 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 先生方には長時間にわたりご審議いただきまして、まことにありがとうございました。

本日いただいたご意見を踏まえまして、次回の委員会には基本構想の素案を作成してお示
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しし、ご意見を頂戴できればと考えております。 

 

８．閉  会 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 それでは、これをもちまして、第１回岩手県における復興祈念公園基本構想検討調査有

識者会議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 ２時１２分） 


