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１．開  会 

（午後 ０時２９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２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。 

 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配付資料の確認をいたします。まず、次第が表紙

にあるクリップ留めの資料が本体の資料でございます。次第、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、第１回委員会での意見の概要、資料２、地元

関係者ヒアリングの概要、資料３、奇跡の一本松来訪者アンケートの概

要、資料４、基本構想策定に向けた考え方、資料５、ゾーニング（案）、

そして資料６、今後の有識者委員会スケジュール（予定）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まで別綴じで配付してございます。参考資料１、当委員会の設置要

綱、参考資料２、第１回有識者委員会議事録、参考資料３、奇跡の一本

松来訪者アンケート調査結果、参考資料４、復興祈念公園周辺の状況、

参考資料５、高田松原地区震災復興祈念公園のあり方に関する提言につ

いて、こちらは昨年度の岩手県による提言でございます。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14時30分ま

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。 
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２．委員長挨拶 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 それでは、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】 

 委員長の中井でございます。 

 この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も２

回目となりました。少しずつではありますけれども、回を重ねるごとに

１回ずつ、少しずつ前に進んでいけるように議論を深めてまいればとい

うように考えております。本日も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】 

 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、申し訳ありませんが、これ

にてご紹介に代えさせていただきます。 

 なお、委員の皆様については４名、行政委員の皆様については６名、

計10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、ご出席が７名中の４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。 

 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。 
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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。 

 まずは報告事項ということで、（１）前回の有識者委員会における意見

の概要、（２）地元関係者ヒアリングの概要、（３）奇跡の一本松来訪者

アンケートの概要、ここまで報告事項でございますので、一括して説明

をお願いして、その後質疑ということにさせていただければと思います。

（４）基本構想へ向けた考え方について、本日の主たる議題でございま

すが、これはその後審議させていただければと思います。 

 それでは、事務局からご説明をお願いいたします。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 事務局を務めます東北地方整備都市調整官の脇坂でございます。私の

ほうから、資料１から３までまずご報告させていただきます。 

 まず、資料１、前回第１回委員会の意見の概要でございます。議事録

は別途参考資料で添付させていただいておりますが、こちらの資料では

前回提案させていただきました論点ごとに意見をまとめてございます。 

 論点①関係では、中井委員長から、単なる空間をつくるのではなく、

場所づくりをきちんと取り組むのが重要であること。そのためには、思

いを込めていく必要があること。また広田委員からの意見として書面で

提出いただきましたが、市民参加の場づくり、追悼と鎮魂の場づくりと

いうのが極めて重要であること。また、戸羽市長から、この公園は憩い

の場であり、希望の象徴でなければならないこと。また、訪れた人々の

さまざまな思いに応えられる施設を目指すべきといった意見がございま

した。 

 また、論点②から④、追悼と鎮魂や、また復興へのメッセージを発信

すること、また被災の実情と教訓を後世に伝承する場といった意見、こ

れら複合している意見もございまして、池邊委員からは奇跡の一本松こ

そが鎮魂の象徴であるといった意見、あと牛山先生からは減少する来訪

者を呼び寄せる災害経験伝承のための施設は重要であること、また本多
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委員からも鎮魂の機能以外にも多くの機能が必要であり、交流人口をふ

やすことも重要、また広田委員からは記念館というものが必要ではない

か、また中井委員長からは3.11の想定されるイベント、これは内藤先生

からも意見いただいておりますが、そういったイベントの規模と日常的

活動との機能分担やすみ分けをも考慮すべきといった意見がございまし

た。 

 また、論点⑤、津波防災地域づくりや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ということに対しましては、池

邊委員から、高田松原が名勝であり続けるためには、美しい景観である

ことが課題であり、1,300年間引き継いできたこの歴史や文化をどう写し

込むかが課題であるといった意見、また本多委員から、高田松原をどう

やって強い森林にしていくかというのが課題であると、また戸羽市長か

らは陸前高田の新しい魅力を打ち出し、交流人口を増加させるメーンと

してこの公園を位置づけたいといった話、また広田先生からの提出意見

では津波防災地域づくりのための防災組織づくりとか、またコミュニテ

ィの再生や活性化のモデルにしていくことが重要といった意見がござい

ました。 

 また、 後の論点、多様な主体の参加ということでは、涌井委員から、

多様な主体が公平にかかわれる公園マネジメント会議といった仕組みを

構想することが重要、また内藤委員から、エリアマネジメントも非常に

重要な論点であること、また中井委員長からはこの公園の完成まで何年

も要するということでございますので、公園づくりのプロセス全体を進

行管理するプラットフォーム型の協働が大切といった意見、または広田

委員からもこの管理運営組織のあり方について意見をいただいてござい

ます。 

 続きまして、資料２でございます。 

 第１回委員会の後に、10月７日、８日の２日間、陸前高田市内で我々

とコンサルタントでヒアリングを行いました。昨年の岩手県における復

興祈念公園構想会議に地元代表として各種団体の代表の方に関わってい

ただいた方々、また高田松原地区で活発な活動を行っている組織の代表
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として、「高田松原を守る会」の鈴木会長、また「ＳＡＶＥ ＴＡＫＡＴ

Ａ」の伊藤理事、この６名に対して意見を伺ってまいりました。 

 その意見の詳細につきましては参考資料のほうに添付してございます

が、先ほどの第１回委員会の意見の概要と同様に、頂いた意見を論点ご

とにまとめてございます。 

 ２ページでございます。まず、高田松原地区は今回の大震災において

どのような意味を持つ場所かということでございますが、市議会の伊藤

議長からも、この高田松原が陸前高田市の象徴であり、もとの松原に戻

ってほしいという思いは市民の多くが抱いている。また、こういった思

いについて、失われて初めてこの高田松原の大切さを実感したという人

も多いこと。また、商工会の中井事務局長からは、自分の家が流失した

よりも高田松原がなくなったことのほうがショックであり、自分の居場

所がなくなってしまったような感覚があると。また、ＳＡＶＥ ＴＡＫ

ＡＴＡの伊藤理事も、自分の体験としてこの松原で遊んだことがあり、

釣りをした思い出などがあるというようなことをお聞かせいただきまし

た。 

 続きまして、論点②の犠牲になった全ての命に対する追悼と鎮魂の場

はどうあるべきかという論点でございますが、陸前高田青年会議所の現

在の理事長である石川理事長からもお話を聞きましたが、追悼・鎮魂施

設というのは、当然存在すべきものであると。一方、この復興祈念公園

の中でそれが多くの面積を占める必要は必ずしもないのではないかと。

追悼・鎮魂だけではなくて、多くの機能の共生を考えていただきたいと

いう意見もございました。 

 論点③でございます。復興の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ということでございますが、この奇跡の一本

松が既にシンボル化されているということで、多くの人が訪れていると

いう現状を踏まえまして、今現時点でのアクセス環境が悪いので、この

一本松へのアクセス性を高めていただきたいという話、またこれをシン

ボルとして半永久的に保存できる措置をしたほうがいいのではないかと

いった話がございました。 
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 続きまして、論点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ということでございます。女性団体協議

会の佐々木会長からは、津波伝承施設が震災に関連する全ての資料が網

羅されるような施設であってほしいといった意見、またＳＡＶＥ ＴＡ

ＫＡＴＡの伊藤理事からは、ここではアナログではなくてデジタルで震

災前後を示す展示があれば効果的なのではないかという意見がございま

した。また、石川理事長からは、陸前高田の歴史等を展示する施設は必

要であり、地元学として子供たちに伝承される教育となれば望ましいと

いった意見がございました。 

 また、論点⑤、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、地域の再生をどう考えるかということでございますが、大きな意

見としては、中心市街地も含めた地域の活性化という意見がございまし

て、陸前高田市議会の伊藤議長からは、奇跡の一本松を核とした市民が

集えるような雰囲気の整備をまずしてもらいたいといった意見。また、

中井事務局長からは、中心市街地の連携の確保や公園に訪れた人がどの

ように回遊するかが重要な課題となるのではないかと。女性団体協議会

の佐々木会長からは、公園内に花などを植える場合には、維持管理の仕

組みとともに議論すべきであり、これを十分に議論しないと持続可能性

が失われるのではないかといった意見がございました。また、青年会議

所の石川理事長からは、津波伝承施設のような施設も必要であるが、被

災者の心の痛みとなる可能性があるため、あわせて復興祈念公園周辺に

市民の交流施設が必要なのではないかといった意見。また、ＳＡＶＥ Ｔ

ＡＫＡＴＡの伊藤理事からは、復興祈念公園は身近な形で海があり、自

然が残る整備のあり方であってもらいたいといった意見がございました。 

 後の論点である多様な主体な参加につきましては、高田松原を守る

会の鈴木会長から、守る会の会員だけではなく市民を含め、今育成して

いる苗木を復興祈念公園に植えたいという要望が大変多いといったお話、

また松の植樹に対しては大変強い思いを抱いている市民が多いため、多

くの市民が植樹活動に参加するのではないかというご意見もございまし

た。 
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 続きまして、資料３でございます。 

 既に奇跡の一本松は多くの観光客が訪れてございますが、こういった

方々の意見、声を聞くべきではないかという中井委員長からのお話を受

けまして、10月10日から13日にかけまして、奇跡の一本松を訪れた方々

に、その目的、奇跡の一本松の印象、復興祈念公園への意見等について

アンケートを行いました。アンケートの対象は訪れた方ということでご

ざいますが、回収数が10日から11、12、13日の４日間、平日、休日合わ

せまして629の有効票数を集めることができました。 

 アンケート結果の詳細は参考資料のほうにございますので、その概要

につきまして説明させていただきます。 

 まず、どこから来られたかということでございます。市内が４％で、

陸前高田市以外の岩手県からの訪問が19％、岩手県以外の東北地方から

が14％、東北地方以外からの訪問が63％となってございまして、大変広

域の方々が奇跡の一本松に訪れているということがわかりました。 

 また、その奇跡の一本松の印象ですけれども、どういった印象を持っ

たかということを選択肢で聞いてございます。一番多かったのが、大き

な津波に流されず、よく残ったものだと感心したという意見が３割強ご

ざいました。また、追悼・鎮魂の気持ちになったという意見も２割強ご

ざいましたが、一番多数であった意見がこの奇跡の一本松がよく残った

という印象が一番大きかったです。次いで、被災状況を思い出したとい

うのが２割、またこの松を見て復興への希望や勇気が得られる思いがし

たというのが２割ということでございます。ですから、さまざまな印象

をお持ちではございますが、単に追悼と鎮魂の祈りの意味だけではない

復興のシンボルとか、またこの松の偉大さとか、そういったものも感想

として持たれたということがわかりました。 

 続きまして、維持管理ボランティア参加の意思ということでございま

す。今後公園づくり、また公園管理に参加したいかということを聞いた

ものでございますが、当然参加できないという方も多いと想定していま

したが、都合が合えば参加したい、また参加したいという方が合わせま

すと６割弱を占めたものでございます。市内、県内の回答者に絞った場
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合は、さらにそれが７割弱にふえるということでございます。また、ど

ういったボランティアに参加したいかという話を聞きますと、清掃活動

もございましたが、植物や環境保全活動といったものが５割弱というこ

とでございました。 

 また、自由意見もいただいてございます。アンケート有効票数の15％

に自由意見があったということで、その中身はねぎらい、激励、また復

興への思い、奇跡の一本松への思いといったものでございます。 

 奇跡の一本松の象徴性、シンボル性、また松が残ったことへの驚嘆や

称賛に関する表記が多かったということでございます。具体的には、奇

跡の一本松は復興のシンボルにといった意見、またこの一本松がレプリ

カで少し複雑な気持ちではあるが、震災の恐ろしさを感じることができ

た。これを後世に伝えていくことが大切。また、奇跡という言葉を改め

て感じた。これが陸前高田の復興のシンボルとして永遠に残ってほしい。

復興の象徴として後世に残していってほしい。震災遺構が消えていく中、

象徴的なものは残したほうがいいといった意見がございました。 

 概略ではございますが、報告は以上でございます。 

【中井委員長】 

 ご説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に対しましてご質問やご意見等ございまし

たらお受けしたいと思います。いかがでございましょうか。特にご質問

等ございませんか。 

 私から、では１つ。このアンケートですけれども、大体それぞれの日

で150票から200票ぐらいというような回収数なのですけれども、これは

来られている方は基本的にはもっと多いということで、ランダムに配っ

ているのでしょうけれども、そのうちのどういう方に配ったかといった

具体的な調査方法をもうちょっとご説明いただければと思いますが。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 現地に立ち会ったコンサルタントのほうから説明させていただきます。 

【中井委員長】 

 はい、お願いします。 
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【事務局（コンサルタント）】 

 ご報告させていただきます。 

 当日バスで学校の子供たちが大量に来たりとか、観光バスで大量に来

られた方々もおいでになりました。観光バスとか、バスで来られた方々

はなかなか時間に追われておりまして、アンケートに答えていただくこ

とができませんでした。比較的個人とか少ない団体の数で来られた方々

にそれぞれご回答いただいたという状況です。ですから、平均しますと

大体１日当たり四、五百人は来ていらっしゃっているのではないかなと

いうふうに考えております。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 ほかご質問いかがでしょうか。久保田さん。 

【久保田行政委員代理】 

 今のアンケートのことに関連して、ちょっとコメントだけ申し上げま

す。 

 まず、こういうアンケートをとっていただいて、本当に感謝を申し上

げたい。というのは、私どもも日々一本松にたくさん人が来ているなと

いうふうに思って、あと駐車場を見ると他県ナンバーが非常に多いとい

うのは、これは普通に見てわかることなのですが、実際にどれくらいの

方々が外から来られているかとか、あるいはどのような感想をお持ちか

ということをいろいろデータとして収集していただいたということで、

公園の話ももちろんそうでありますし、それ以外のところでも非常に参

考になるのかなと。 

 また、いろいろ保存をするに当たっては賛否両論も正直あったところ

なのですけれども、こうやって皆さんに評価もしていただいているとい

うことで、改めて保存ということ、震災遺構の話もいろいろと今議論が

ありますけれども、やってよかったなということもあわせて思っている

ところでございます。どうもありがとうございます。 

【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。 
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 これ、ちょっと今のアンケートですけれども、参考資料のほうに単純

集計ですけれども詳細の結果が出ておりまして、この一本松の前後にど

ういうところに行っているかとたしか聞いていたと思うのですが、その

辺ありましたよね。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 参考資料３の５ページにグラフがございますが、その５ページの右下

に奇跡の一本松以外に陸前高田市内で行った場所、もしくは行く予定の

場所といったところをアンケート項目として入れてございます。一番多

いのが陸前高田未来商店街が28％、あと市役所自体が16％ということで

す。あと、災害遺構が９％、あと道の駅のところに追悼施設もございま

すので、それが20％ということでございます。これは観光で来られた方

だけではなくて、仕事で来られた方もここに立ち寄るというようなこと

がございますので、市役所などに寄られているのではないかなと推察さ

れます。 

【中井委員長】 

 市内、あるいはここの一本松に来るまでに県内どういうところを回ら

れているとかということとあわせて、後々いろいろな分析に使えればと

思います。よろしいでしょうか。 

 ご質問等、よろしゅうございますか。 

 それでは、後ほどまた議論の中でこちらに立ち返っていただくことも

あろうかと思いますので、先に進めさせていただければと思います。 

 それでは、本日の主たる議題となりますけれども、基本構想へ向けた

考え方についてでございまして、これは残りの資料のうちの基本構想に

向けた考え方についてと、これは資料４ですね。それから、資料５にゾ

ーニング（案）というのがございますので、これをあわせて事務局から

説明していただければと思います。お願いします。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 それでは、基本構想策定に向けた考え方、資料４に基づきまして説明

させていただきます。 

 まず、この基本構想策定に向けた考え方でございますが、中身に入り
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ます前に、少しこの基本構想の構成という、 後のページをまずごらん

いただければと思います。本委員会は第２回でございまして、この基本

構想策定に向けた考え方を定義させていただきまして、またゾーニング

案もあわせて提示させていただきまして、ご議論いただく予定でござい

ます。 

 終的に基本構想を策定するわけでございますが、次回委員会にその

案を示す予定でございます。この論点①から⑥までが第１回委員会で提

示させていただきました論点でございますが、これに基づきまして基本

構想策定に向けた考え方を今回提示してございます。 

 そのうち、論点①の高田松原地区の持つ意味、ここの内容がここの基

本理念に基本的に反映させていくものだと考えてございまして、またそ

れぞれの各論と申します追悼と鎮魂を行う場、復興を発信・祈念する場、

また被災の実情と教訓を後世に伝承する場など、こういったものにつき

ましては各論ということで、基本方針に項目ごとに整理していく予定で

ございます。 

 また、これらの機能を、後ほど説明いたしますゾーニング案として落

とし込んで、この具体的な高田松原の公園の区域のあり方と、この基本

構想策定に向けた考え方というものを、今回はセットでご議論いただけ

ればと考えてございます。 

 それでは、基本構想策定に向けた考え方を説明させていただきます。

１ページにお戻りいただきたいと思います。まず、論点①の高田松原地

区の持つ意味についてでございます。読み上げさせていただきます。 

 高田松原は、三陸沿岸地域のリアス式海岸のほぼ中央に位置し、これ

まで江戸時代から連綿と人の営みによって形成されてきた名勝地であり、

これまでも海水浴や各種スポーツ、散策など市民の憩いの場所でもあっ

た。 

 この三陸沿岸地域が津波常襲地帯であったことから、この高田松原に

も過去津波の被害を受ける中、人々はそのたびに再植林し、防風・防潮

林としての機能や白砂青松としての機能を維持してきた。 

 しかしながら、東日本大震災による津波は、陸前高田市街に岩手県
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大となる甚大な被害を与え、また高田松原の砂州の大半とほぼ全ての松

が消失し、その風景を一変させた。 

 その中で、１本の松が津波から耐え抜き、人はそれを「奇跡の一本松」

と呼び、我が国全体に希望と勇気を与え続けてきた。 

 このように、高田松原地区は東日本大震災の被害の全容を象徴する場

所であり、またそこに立つ奇跡の一本松も純粋に復興の象徴としての意

味を持ち続けているのではないかということでございます。 

 続きまして、論点②の追悼と鎮魂を行う場についてでございます。 

 失われたおびただしい全ての命に対する追悼と鎮魂こそ復興の起点で

ある。 

 陸前高田市は、岩手県内では も多くの1,598人が亡くなられたほか、

215人がいまだに行方不明となっており、公園予定地でも既に市により追

悼施設も整備され、多くの方が訪れている。 

 この公園は、このような被災地において多くの人が集い、失われた全

ての命に対して思いを寄せ、生命の尊さを問い続ける場として、清らか

な厳粛性を持った空間が必要ではないか。 

 続きまして、論点③、復興を発信・祈念する場でございます。 

 復興祈念公園においては、犠牲者の追悼と鎮魂とあわせ、復興への力

強いメッセージを国内外に発信し、復興を祈念することが求められてい

る。 

 特に東日本大震災からは国内外から多くの支援をいただいており、こ

ういった支援に応えるためにも、この復興祈念公園において復興への強

い意思とその姿を国内外に示していくことが必要である。 

 この地は、これまで市民が育ててきた７万本の松が流される中、１本

だけ津波から耐え抜いた「奇跡の一本松」がある場所であり、枯死して

レプリカとなっても、被災地全体に希望と勇気を与える復興のシンボル

となっている。また、その遺伝子を継承する松の苗も育成されている。 

 この公園は、「奇跡の一本松」を我が国の復興への強い意思を示す象徴

として捉え、これを中心とした未来の希望が感じられる空間が必要では

ないか。 
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 続きまして、論点④、被災の実情と教訓を後世に伝承する場でござい

ます。 

 三陸地域のみならず、津波という自然現象が避けられない我が国にお

いては、二度と今回のような津波の犠牲を繰り返すことのないように、

犠牲者の追悼と鎮魂とあわせ、震災の実情とその教訓を後世に継承して

いくことが必要である。 

 この祈念公園の区域内には、「タピック45」「下宿定住促進住宅一号棟」

「気仙中学校校舎」などの震災遺構が残されており、これらの震災遺構

を物言わぬ語り部として、今回の津波の実情を後世に残していく公園と

して整備するべきではないか。 

 あわせて、被災地全体の追悼・伝承の「かなめ」として、今回の震災

の実情を公園利用者に伝え、ここから陸前高田市のみならず、各自治体

の復興祈念公園やアーカイブセンター、震災遺構へいざなうような適切

な情報提供や情報発信を行うべきではないか。 

 続きまして、論点⑤、県提言で挙げられた役割・機能でございます。 

 高田松原地区にはＴ.Ｐ.12.5メートルの堤防が復旧されることになる

が、今回の津波はこの高さを超えるものであり、国内外から多くの来園

者の安全に十分に配慮していくべきではないか。 

 「高田松原」自体がこの気仙地域の歴史に根差したものであり、名勝

や都市公園として多くの市民に憩いの場として親しまれてきたものであ

るため、この「高田松原」と、広大な汽水域である「古川沼」の再生を

通じて、この地域の自然環境や風土を再生していくべきではないか。 

 また、陸前高田市の市街地の整備と連動し、観光や津波防災教育の拠

点として多くの人が訪れ周遊することにより、まちの賑わいの再生にも

寄与するよう整備を行うべきではないか。 

 後に、論点⑥、多様な主体の参加でございます。 

 震災で多くの人が仮設住宅や他の市町村への移転が余儀なくされる中、

この公園づくりに多くの市民が参加することで、傷ついた地域のコミュ

ニティの修復・構築につなげていくべきではないか。 

 そのためには、市民、ＮＰＯ、企業など多様な主体が、例えば松の植
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樹や被災の教訓を伝える「語り部」など、公園整備や管理運営にかかわ

れるような、協働の場としての公園としての取り組みの実践を行ってい

くべきではないか。 

 以上でございます 

 なお、この考え方につきましては、前回委員会の先生方のご意見、ヒ

アリング調査結果のほか、昨年の県の提言を参考とさせていただき、こ

れらを再構成して整理させていただいたものでございます。 

 続きまして、ゾーニング（案）についてご説明させていただきます。

資料５をお願いします。 

 まず、被災前の公園区域の航空写真でございます。これを見ますと、

真ん中を国道45号が通っていて、その北側は田んぼと市街地が、またそ

の南側に高田松原公園がありまして、古川沼、川原川があり、その奥に

砂浜と高田松原があるという構造がよくわかるかと思います。この赤い

点線で書いたところが復興祈念公園の都市計画決定されている区域でご

ざいます。 

 この下のページが被災後の公園区域の航空写真でございます。これ、

上と下見比べていただければ明らかでございますが、地面の沈下と松が

流されたということで、地形自体が大きく変わっているということがわ

かるかと思います。また、奇跡の一本松周辺も被災直後は海と島という

ような形になっているということでございます。 

 続きまして、先ほど写真で見ていただきました被災前の公園区域につ

いて色分けをしたものでございます。この高田松原地区には、この高田

松原や高田松原海岸のほか、テニスコート、宿泊棟、キャンプ場などで

構成されます岩手県営野外活動センターといったものが左側にございま

した。ここの春先も含めたキャンプとか、体育の合宿とか、こういった

活動でよく使われていたというふうにお聞きしてございます。 

 また、こういった運動施設は右側のほうにもございますが、高田松原

第一、第二野球場といったものがございます。この第一野球場は、もう

震災の直前に完成したというものがすぐ震災を受けたということでござ

いまして、またＢ＆Ｇ海洋センター、海と貝のミュージアムといった施
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設もございました。 

 また、海水浴場で年間100万人以上のお客さんが訪れます気仙地域 大

の代表的な観光地であり、また市民の日常利用の憩いの場所であったと

いうことでございます。 

 また、利用の中心としては道の駅高田松原・タピック45というところ

がございまして、ここに物販施設や、またイベント広場、あと駐車場が

ございまして、ここに車をとめて高田松原海岸のほうにアクセスしてい

たということでございます。 

 ４ページには、その被災前の公園区域にあった施設について写真で掲

載してございます。タピック45、高田松原第一野球場、海と貝のミュー

ジアム、野外活動センター、第二野球場、Ｂ＆Ｇ海洋センターでござい

ます。こういったものが津波の被害を受けたということでございます。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。震災後の区域内の震災遺

構等の概要でございます。これら施設のうち、現時点で残されているも

のについて解説してございます。タピック45、陸前高田ユースホステル、

下宿定住促進住宅一号棟、気仙中学校校舎が震災遺構として残されてお

ります。これらを簡単に説明いたしますと、まず左側の気仙中学校校舎

でございます。これは1981年３月竣工の鉄筋コンクリート３階の建物で

ございます。屋上まで浸水したということでございますが、震災時校舎

内にいた生徒たちは訓練どおり避難したということで、犠牲者は出なか

ったということでございます。 

 その下は奇跡の一本松でございます。これは前回説明いたしましたの

で、省略いたします。 

 その海側に陸前高田ユースホステルがございます。これは、もともと

2011年１月より営業を停止していた建物でございます。この建物、ユー

スホステルが緩衝材となって、奇跡の一本松が残ったとも言われてござ

います。 

 高田松原自体には、津波により地形の大半と松が消失しましたが、松

の根などは残されていたということでございます。 

 また、タピック45でございます。これは鉄筋コンクリート造でござい
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まして、1991年につくられてございます。これは、震災時に13.7メート

ルまで浸水しましたが、ここの上に避難して助かったという方もおられ

ます。 

 あと、一番右端でございますが、下宿定住促進住宅一号棟でございま

す。これは鉄筋コンクリート５階建てで、1980年に竣工したものでござ

います。これ見てみますとわかりますとおり、４階までの窓ガラスが全

部抜けておりまして、５階膝レベルまで浸水したということでございま

して、津波襲来時の高さが一目でわかるものとなってございます。 

 こういった状況を踏まえまして、昨年岩手県が設置いたしました高田

松原地区復興祈念公園構想会議で提言をまとめたところでございますが、

その中で参考資料に機能配置イメージを添付してございます。これは、

去年の委員の先生方は当然ご存じのことではございますが、祈念公園に

求められる役割を追悼と鎮魂や津波防災地域づくり、歴史的風土と自然

環境の再生、地域の再生という形で分けてございますが、それらを具体

的にどういったところで展開するかということで、全体を高田松原、水

辺再生、追悼・鎮魂、賑わい再生の３つに区域を区分しまして、提言に

示された機能を各区域に位置づけているということでございます。 

 ただ、構想会議の中自体では、この導入については余り深く議論はな

されなかったというふうに記憶してございます。今回のゾーニング（案）

は、このゾーニングを踏襲いたしまして、さらにそれを細かく進化させ

たものとなってございます。 

 では、７ページと８ページを合わせて、図面を見ながらお聞きいただ

ければと思います。今回お示しいたしますゾーニング案でございますが、

先ほど説明いたしました昨年度の県の構想会議の３区分のゾーニングを

前提としつつ、基本構想の考え方を踏まえまして、以下の観点で整理し

たものでございます。 

 まず、奇跡の一本松が復興のシンボルとして極めて重要な役割を果た

すこと、またタピック45の建物が震災遺構としてランドマーク的に役割

を果たすことも踏まえまして、これらを含むかつて道の駅高田松原及び

野外活動センターであった区域を追悼式典等が可能な広がりを持った区
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域として「追悼・鎮魂及び復興祈念の中心ゾーン」（以下、「中心ゾーン」）

と位置づけるということでございます。下の図面でいいますと、タピッ

ク45と奇跡の一本松のあるオレンジ色で囲ったゾーン、これを中心ゾー

ンと位置づけたものでございます。 

 続きまして、気仙中学校校舎、下宿定住促進住宅一号棟の周辺につき

ましては、中心ゾーンから離れているものの、震災遺構を中心に今回の

震災を伝承する「伝承ゾーン」と位置づけております。下の図では、ピ

ンクの色で両端に位置づけているものでございます。 

 「伝承ゾーン」を除きます国道45号から北の防災集団移転元地を中心

とする場所については、陸前高田市の復興計画における中心市街地に近

接していることから、まちづくりと連携してまちの賑わいの再生に寄与

するとともに、さまざまな主体の協働による地域コミュニティの再生に

貢献する「賑わい再生ゾーン」と位置づけております。 

 災害復旧事業が行われることから、県の提言におけるゾーニングと同

様に、かつて高田松原があった場所は「高田松原ゾーン」、また川原川・

古川沼の場所は「水辺再生ゾーン」と位置づけてございます。 

 これらを図にまとめたものが、下の全体ゾーニング図でございます。

このゾーンの考え方は、先ほどの論点と対応しているところがございま

して、中心ゾーンは先ほどの論点②、③、④、追悼と鎮魂、また国内外

に復興への思いと力を発信すると。また、震災遺構もございますので、

教訓の伝承といった機能を総合的に担うということでございます。また、

教訓を伝承する機能としまして、伝承ゾーンを２カ所設けてございます。 

 また、論点⑤の賑わい再生ゾーン、また水辺再生、高田松原ゾーンに

つきましては、県の提言と同様な形で位置づけているということでござ

います。 

 続きまして、この中心ゾーンにつきましてより詳細に検討したものが

次のページ、９ページと10ページを合わせてご覧ください。 

 この中心ゾーンなのですけれども、復興祈念公園の中心となる区域と

考えてございまして、追悼と鎮魂の場、また復興を祈念するシンボル空

間、また震災の伝承といった機能を総合的に担う場所と捉えてございま



 

- 18 - 

す。 

 下の図で、赤で奇跡の一本松周辺を囲んでございますが、この奇跡の

一本松は既に震災のシンボルとなっておりますので、震災の実情を伝え

るとともに、復興のシンボルとなるエリアというふうに位置づけてござ

います。 

 また、国道45号の周辺でございますが、道の駅高田松原の機能を復旧

させることを前提に道の駅等と一体となり、復興祈念公園へいざなうエ

ントランスエリアとして青色で位置づけてございます。 

 この２つのエリアの中間となっている、もともと野外活動センターで

あった広い空間を、追悼式典などを行うことのできる広場空間として捉

えまして、その周辺をバッファーゾーンで緑色として囲ってございます。 

 さらに、利用動線を考えますと、このしおさい橋や松原大橋が災害復

旧で復旧されるということでございますので、タピック45から奇跡の一

本松に至る軸線、またこれまでの高田松原の利用動線でありました国道

340号と国道45号のＴ字型の交差点から、道の駅を通りまして松原大橋に

至る、海岸に至る軸線というのを設定しますと、その交点というのは利

用が集中する中心となるエリアでございます。ここの交点の周辺を道の

駅等と一体となり公園利用の拠点となるとともに、東日本大震災につい

て学べるエリアとするという形で、下の図のように中心ゾーン周辺の詳

細図を検討してございます。今回の基本構想の検討の際のイメージの一

つとして、ご議論いただければと思っております。 

 以上で資料４、５の説明を終わらせていただきます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、ご説明いただきました資料４と資料５につきまして、意見

交換をさせていただければと思います。どなたからでも結構ですので。 

 では、本多委員、どうぞ。マイクをお使いになって、お願いします。 

【本多委員】 

 私は、ゾーニング案のところでちょっとだけお話ししたいのですけれ

ども、震災遺構ということでいろいろとお話をいただきましたけれども、



 

- 19 - 

その中で特に高田松原を捉えるときに、この松原をつくり出した先人、

松坂新右衛門、菅野杢之助、それから殊に高田松原の指定にかかわって

高浜虚子の句碑があったわけです。それから、石川啄木の歌碑もあった

わけです。そういうものが現在、この前の会議でお話ししましたけれど

も、今現在１基も発見されておりませんけれども、そういうものの位置

づけをしていただきたいと、そういうふうに思います。いわゆる松原に

かかわる歴史、文化にかかわるそういう残されたものを何かの形で残し

ていきたいものだと。その中の石川啄木については、過日あそこのタピ

ックのところに、別な歌碑ですけれども、建立されているわけです。そ

ういう意味で、ここの中でそれを念頭に置いて、いつもそのことを念頭

に置いて計画を推進していただきたいものだということで申し上げてお

きたいと思います。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。事務局、何かございますか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 今本多先生から言われた話は、第１回の委員会でもご説明した内容で

ございまして、そういったことはこの公園の中での機能としても極めて

大事なものと考えてございます。ちょっとゾーニングの話、場所の大ま

かな使い方の話ですので、そこまで細かいものは位置づけてはございま

せんが、十分配慮していきたいと思っております。 

【本多委員】 

 ぜひお願いしたいと思います。 

【中井委員長】 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 蓮見さん。 

【蓮見行政委員代理】 

 基本構想策定に向けた考え方のところなのですが、昨年度の構想会議

の提言内容を踏まえた形で策定していただいて、感謝申し上げたいと思

います。昨年度の提言では、津波防災地域づくりの中で祈念公園の利用
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者や市街地の安全を確実に確保するということで、公園利用者と、それ

から市街地のほうの安全についても位置づけをしてございます。具体的

には、防潮堤に盛土したり、植林したりということで、粘り強い構造に

したり、それによる津波の減衰を期待したりということでございますけ

れども、一方で今回の論点⑤のところでございますが、祈念公園利用者

に対する安全という視点は書かれているものの、市街地のほうについて

は特段言及がないということでございまして、ぜひ市街地の安全も確保

していく公園であるというふうな位置づけについても盛り込んでいただ

きたいというふうに思っております。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。これはよろしいですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 市街地の安全の確保というのも、この公園のそもそもの位置づけの中

で去年から議論されてきたところでございます。今まさに陸前高田市の

ほうで区画整理事業についても大詰めの調整などをされているタイミン

グでもございますので、そういったところも見ながら、県とも相談しな

がら、そのような位置づけも今後構想に入れていきたいと思っておりま

す。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 ちょっとそれに関連して、細かい話で申しわけないのですけれども、

ゾーニング（案）の６ページの資料は、昨年県のほうで検討したときの

図なのですね。それで、８ページが今回お示しされている全体ゾーニン

グ（案）で、よく見ると全体の区域がちょっと違うのですよね。それは

なぜかというと、８ページの今の案は、今都市計画決定されている公園

区域について色が塗られているのですけれども、６ページの案は将来こ

こも公園にするというところもあわせて色がつけられていて、具体的に

は賑わい再生ゾーンの一番市街地に近い北側の部分なのですけれども、

ここは区画整理の事業の区域内で、一応公園の予定地として一体的に整

備ということなので、なかなか書き方難しいのですけれども、これはど
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うなのでしょうか。新ＪＲ大船渡線まで本当は書いていただけるといい

なと思うのですけれども、その辺はどうですか。ちょっと細かい話で申

しわけないのですけれども。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 国の今回の全体ゾーニングは、あくまで都市計画決定のラインを前提

につくっておりますので、当然にしてその区域が変わっていくとか、全

体として考えるということであれば、普通に考えればこの賑わい再生ゾ

ーンが伸びるということになると思いますが、そういった形の構想にな

るのではないかなと考えております。 

【中井委員長】 

 これは 終的な事業の進捗状況等々とあわせて調整させていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いします。 

 ほかはいかがでしょうか。内藤先生、池邊先生、いかがですか。 

 きょうは、では内藤先生から。 

【内藤委員】 

 全体としては、粛々と進んできているという印象があります。 

 それで、２点だけというか、これ国営祈念公園ということで、国営の

意味というのをどこに捉えるかという話がやはりあると思います。アン

ケートでも地元の方のご意見を伺って、その効果というのはなかなか納

得のいくところがありますけれども、広く岩手県、宮城県、福島県でも

つくることになっておりますので、国営というのをどこに求めるかとい

うのは議論をしてもいいのかなという気がいたしました。 

 それから、２点目は、これから計画が進んでいって、皆さんの意見を

取り入れていくとは思いますが、平面図で見ていると、特に10ページを

見ているとなかなか心配になってくるところがあります。というのは、

これから三陸であちこちでこれと似たスペースが出てくると思うのです

けれども、この部分はほとんど谷間になると。平面図で見ているとわか

らないのですが、おそらく田老町の市街地と防潮堤の関係ぐらいの感じ、

あれよりももうちょっと谷間感が強いところにこの場所ができ上がるは

ずです。なぜかというと一本松とユースホステルのレベルが変わらない
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わけですから。それをどうつくっていくのかというのは非常に難しい話

になってくるかなというふうに思いました。 

 ３点目は、これはもっと後の議論でいいと思うのですが、やはり100年

ということを考えたときに、前回エリアマネジメントの話をさせていた

だきましたが、今度いろいろつくるものの耐久性というか、もう30年ぐ

らいで荒れ果てるということは困るので、特に海浜部、それから地盤状

態がかなり不安定であることが予想されますので、これからいろいろ案

を検討される中で、ぜひとも100年というのを頭に置いて、それなりにお

金はかかるかもしれませんけれども、そういうことを考えて案をつくっ

ていっていただけたらというふうに思いました。 

 以上、３点です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 事務局からコメントしていただいたほうがいいかなとも思うのですが、

１点目の、確かに今回国の委員会なので、その関係でいくと、さっきの

資料４の基本構想のほうの論点１に高田松原地区の持つ意味とあって、

そこは何か東日本大震災の被害の全容みたいな、単に三陸岩手だけに限

らないみたいなイメージもここではちょっと出ているのですけれども、

そのほかの宮城だとか福島の動向も踏まえて、そこのご説明みたいなの

があったほうがいいのかなと。そもそも今やっているこの委員会も「岩

手県における」というのが頭にくっついているので、どの程度を国の施

設として見据えておけばいいのか、その対象、その辺、どのように整理

を今のところされているのか、事務局にお聞きしたほうがいいのか、舟

引課長にお聞きしたほうがいいのか、ちょっとどちらかよくわからない

ので、どちらからでも結構なのですが、ちょっとご発言いただけません

でしょうか。 

【舟引行政委員】 

 済みません、前回欠席をして、代理の者が出ていたので、どこまで細

かい紹介がされたかわかりませんけれども、もともとのところから、ち

ょっと重複するところがあったらご容赦いただきたいと思いますけれど
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も、地元岩手県を含めて、今回の大震災に当たり将来的に国として何ら

かの形で祈念するものをつくってほしいと、その一つの形が国営公園、

こういうご要請をいただきました。 

 そのご要請を受けた形で、私どものほうで、一つは政治レベル、各県

副知事さんを入れて私どもの政務官を入れた会議を設置しまして、もう

一つはどちらかというとコンテンツの議論をする場ということで、涌井

先生きょうお見えでございませんが、それから内藤先生にも来ていただ

きまして、何回か議論をして、その中で国と今回の震災とのかかわりと

いうものについて整理をいたしました。 

 それで、そのときの基本コンセプト、これは前回涌井先生もお話しに

なっていた部分、かなり渾身の作をしていただいたのですけれども、基

本的に震災に対する慰霊、鎮魂というのは、ありとあらゆる場、さまざ

まな場で、それぞれで行われるべきあるということを大前提といたしま

した。 

 実は、ここはちょっと私ごとなのですが、阪神・淡路大震災のときも、

その後現場の市役所に行っておりまして、こういう施設の担当をしまし

た。また、広島におりましたときもありますけれども、そういう全体と

して大きな平和祈念公園での式典のようなイベントと同時に、さまざま

なセクター、さまざまな団体で同時にいろんな鎮魂の集いというのもあ

わせて行われているというような実態を片方で承知をしておりましたも

のですから、そういう中でありとあらゆる場で行われるべきということ

を大前提とします。 

 その次に、ではどうかと。国としてかかわらなくていいかどうかとい

うことに関して申し上げれば、これだけの未曽有の大災害、かつ諸外国

からさまざまなご支援をいただいたこと等々を踏まえ、当然相当国とし

ても何らかの役割を持つべきであるというところまでが大体有識者会議

等でご意見をいただいたところでございます。 

 その次に、私どもの仕事はそれを実際現実の形に行政としてどこに収

斂されていくかというのが次の仕事でございまして、これは政務の会議

も通じて今日につながっているわけでございます。 
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 震災復興を祈念する公園については、それぞれの自治体、それぞれの

県でされる部分については、国としては復興交付金、社会資本整備交付

金というようなもので財源的に支援をいたします。 

 ただし、阪神・淡路大震災のときには政府としてこういった施設はつ

くらなかったということを前提としても、今回の震災は大きなものであ

るということから、我々と財務当局等と復興庁を含めて折衝した結果、

そのうち各県に１カ所は国がきちんと関与する震災復興祈念公園の中に

国として施設をつくる。簡単に言いますと、県がつくる復興祈念公園の

中に国がそういう鎮魂、追悼の場となるような施設を責任を持って整備、

いわば合築をしていこうということ。 

 復興祈念公園を県がつくった場合でも、予算的に言いますと10分の10、

100％国費でつくる中で、100％国が関与して国の施設をつくるという意

味、お金的には差はないのですけれども、国が責任を持って関与してつ

くるということ。それから、その部分においては将来的にも国費をもっ

て管理をしていくという点が少し異なってきます。かつ、こういった復

興庁が設けられるほどの大災害ですので、復興庁が責任を持って予算要

求をした上で予算化をしていこうという整理がなされました。 

 その結果、ではそのプランニングはどうするのだということでありま

すが、先ほどの理屈で言いますと、県がつくる公園については、当然県

がつくるプランニングではないだろうかということではなくて、プラン

ニングをする場においても国として支援をするということで、その機能

の部分を代替して、国として場を設定して、県、地元、関係者を入れて

議論をしながらコンセプトメーキングをしていこうという形でつくりま

したのがこの場でございまして、この場はそういう意味ではつかさつか

さの主体を乗り越えた形で、全体としてここでプロジェクトとしてこの

場を持ってつくっていこうという趣旨で設営をさせていただいたもので

あり、国が責任持って開催させていただいておりますけれども、実はそ

の主体は県であり、地元、陸前高田市であるというふうな理解で私ども

は関与させていただいてございます。 

 実は、そこまでがこれまでの成り行きでございまして、内藤先生、一
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番当初のときからご参画をいただいておりますので、その間のところの

経緯のご説明が不十分だったかもしれませんけれども、全体で 初に国

営公園化という形でスタートして、阪神のときは全く関与していなかっ

たはずの国の関与を求められたことを、ここまで来て現在国の関与のも

ののこういう場で詰めているということですので、内藤先生にお答えを

するのであれば２種類あって、１つは国が関与をするという場が、岩手

県代表として陸前高田という場を地元の岩手県と陸前高田市のほうでご

選定をいただいたということを尊重してここに出てきているというのが、

まず岩手県の中で幾つかあるだろう震災復興祈念公園の中での陸前高田

というものの位置づけであると。 

 さらに、もう一点詰めるべき部分については、この陸前高田の全体の

公園の中で、どの役割とどの部分をきちんと国が関与して将来的に担っ

ていくのかという点を、ここでは 終的なゴールとしては明確に整理を

するということが２つ、言ってみればもう既にクリアしたと思いますけ

れども、必要だろうなと。 

 では、そのときの位置づけと役割分担はどうなるか。ここの役割分担

というのも、この理念から来る役割分担の話と管理の話。管理について

も、国のほうで費用負担するということは申し上げましたが、では本当

に 後まで国が出ていって、主体として管理をすることが果たして適切

かどうか。地元、費用という部分と主体という部分は切り離して、前回

の議論だとエリアマネジメントというようなこともあったかと思います

けれども、そこも多分これまで国と地方とが一体となって管理をしてい

るというよりは、他の施設を見てもあまりないので、そこのコンセプト

もきちんと練り上げていかなければいけないのだろうかなというような

問題意識で実は参加をさせていただいておりますので、内藤先生おっし

ゃったように国としての位置づけをどこにどうするかというのは、やは

りきちんとこの議論を含めてつくっていかなければいけないものだと思

っています。 

 ちょっと長くなりましたけれども、経緯も含めてご説明いたしました。 

【中井委員長】 
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 内藤先生、いかがですか。 

【内藤委員】 

 広島の場合はどういう進み方をしたのですか。 

【舟引行政委員】 

 広島の場合は、戦災復興の都市計画事業全部が半ば直営、もちろん戦

後ですから地方自治の形はとりつつも、戦災復興計画をつくるに当たっ

て、国から、例えば丹下先生だとか、幾人かの専門家が、これは広島だ

けに限らず、空爆で戦災相当やられた都市は、国から学識経験者の先生

を派遣して直轄の都市計画の研究会をつくって、広島の場合は全域の区

画整理も含めて戦災復興計画をそれでつくっています。その中の一つと

して平和祈念公園がありますので、そのときは都市計画そのものも半ば

直轄の都市計画ですので。ただ、そこは本当に国がつくったかというと、

地方分権とのちょうどはざまぐらいのもので、結果的には今は全て地方

分権化されましたので、地方の公園ということになります。 

 その中で、平和記念式典、平和祈念公園の中で毎年、これは政府主催

で行われていますが、あれも実は同時、まさに同時に、もし行かれたこ

とあるとわかりますけれども、政府が行って内閣総理大臣が出ている式

典の周りで幾つも同時にさまざまな形で式典が行われています。実は、

私、この間まで勤務していた中国地方整備局の前身は、実は今の原爆ド

ーム、物産陳列館の中にオフィスがあって、そこで被災して亡くなられ

た方数十名おられますので、同時間帯に内閣総理大臣ご出席の式典が行

われている間、原爆ドームの脇で小さなテントをつくって中国地方整備

局が式典をやっていると、こういうようなことでございますので、まさ

に政府がやる部分とそうでない部分の追悼の式典とかいうのは、またあ

り方がきっと違うのだろうなというふうに思っております。これはちょ

っと個人的な話でございます。 

 阪神大震災の場合は、もうある程度完全に地方分権化が進んだ後にな

されたものですので、国として資金援助はしたけれども、主体として出

張っていって、そういったものをつくってはないというのが正しい言い

方かと思います。 
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【中井委員長】 

 繰り返しの部分もございましたけれども、大変よく説明いただき、わ

かりました。 

 その上で私からお伺いしたいのは、今回各県にひとつということでい

くと、この高田松原については岩手県代表というようなお話がございま

したので、基本岩手県のことで閉じていて構わないということなのか、

それとも国が各県に１件つくる中で、例えば鎮魂や追悼のあり方みたい

なものに何か、他県でも一つずつこういうものが出てくる中で、何らか

の国としての計画的な調整、あるいは鎮魂、追悼のあり方について、国

として共通するような考え方とか、そういうものはあるのかないのか、

あるいはそれも含めてここで議論していただければということなのか、

その辺いかがでしょう。 

【舟引行政委員】 

 その辺もちょっと難しいと言えば難しい話で、我々の立場としては、

国がこの災害にどうやって関与するかということを決めたときに、各県

１カ所はそういう場をつくるということで、一義的にはそこで我々は整

理が済んだというふうには思っています。 

 ただ一方で、そうは言いつつ、これからこれを財政当局に予算を要求

していくとか、そういったときに並びが合わないではないかと言われる

のは嫌だなというのが正直なところではありますが、かといってそれを

この場で調整をしようという気は私には余りございませんので、その先

のテクニカルな部分はちょっと行政のほうにお任せをいただければと思

います。 

【中井委員長】 

 事務局のほう、何か。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 では、ちょっと補足して、今の宮城県の状況について簡単にお話しし

ます。 

 実は、岩手県も宮城県も同じような形でこのような委員会を設置して

ございまして、宮城県のほうは今回同様に宮城県さんと石巻市さんと一
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緒になって委員会のほうを運営してございます。 

 場所は、石巻市の南浜地区というところでございまして、ここも津波

の被害が大きかったところでございますが、陸前高田の高田松原と大き

く異なりますのは、そこのほとんどが防災集団移転の跡地となるところ

でございまして、そこは大変人的被害が大きかった場所でございます。

来週の10日に仙台で宮城県の委員会も開催する予定でございますが、こ

ういったゾーニングまでは全然いかない形で、むしろ追悼と鎮魂をどう

考えるかとか、あとどうしたらいいのかというところから今出発してい

て、ようやく論点が整理できるのかというぐらいの段階です。 

 岩手県のほうは、昨年提言をまとめていただいたということがあり、

それを前提にやっていますので、今回こういう資料になっているという

状況です。 

 したがいまして、必然的に高田松原地区で考える公園のあり方と石巻

市の南浜地区で考える公園のあり方というのは、もととなる国の考え方

は同じだとしても、性格が随分変わってくるのではないかなとは思って

ございます。 

 また、福島県はまだそういった具体的な場所のお話とかを県さんから

伺っているわけではないということで、整備局としてもこういった作業

はしていないというような状況でございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、ほかの委員の皆さんからもお願いします。 

 池邊委員、どうぞ。 

【池邊委員】 

 ３点ほどお話ししたいと思います。 

 １点は、この高田松原というのが今までの地元のヒアリングなどのと

ころで、やはり市民の方、あるいはもっと広域のエリアの方々にとって

非常に取り戻したい景観でもあり、あるいは高田松原の松を再び植える

ということが参加したい行為であると思うのですけれども、今回の図で

見たとおり、これはしようがない話なので、第二線堤の向こう側に松原
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は再生されるわけですよね。そうしますと、皆さんが、市民の方がいつ

も見ている祈念公園の中には、高田松原がやはり見えにくい構造になっ

ていて、そのあたりに、例えばヒアリングで言うと地元の伊藤議長さん

なんかの奇跡の一本松を核として、何か市民が集まって集えるようなと

いうような雰囲気ですとか、あるいはやはり一本松の周りに市民の方が

何かしらそれに近いものを求めるような気持ちというのがあるのではな

いかという気がいたします。この中心ゾーンの周辺の詳細図で言うと難

しいのかもしれないのですけれども、広場とそういう防潮堤の間のエリ

アですとか、追悼式典を行うときにでも、やはり高田松原があったとい

うことを身近に感じたいという方々は非常に多いと思うので、ここで言

うバッファーエリアに緑ではなっているのですけれども、バッファーと

いうよりはそういうものをしつらえとして市民の方々の気持ちや、ある

いは追悼に至る人たちの気持ちを踏まえた、そういう景観的なものの再

生が一つあるべきではないかというのが１つ目でございます。 

 それから２つ目が、津波伝承施設というのが今回非常に大事だという

ことで、ここで言うと気仙中学校の校舎のゾーンと、そして下宿定住促

進住宅一号棟、両方とも公園の端にあって、そのほかに多分今で言う、

国がやるべきなのかわからないのですけれども、東日本大震災そのもの

について学べるゾーンというふうな感じでピンクのゾーンがあるのです

けれども、このあたりがどういう形のものになるのかと。校舎ですとか

住宅ですとかは、まさに空間そのものが見せるものだと思うのですけれ

ども、一方でやはりそういうものと、ここで言う、きょうは静岡大学の

牛山先生がいらっしゃっていないですけれども、防災文化というような

お話があり、また先ほど本多先生のお話の中にも石碑の話ありましたけ

れども、陸前高田にも津波の石碑とかがたくさんあったわけで、そうい

うような地元学的なという形で、地元のヒアリングの中では陸前高田の

歴史を展示する施設は必要であり、そのような歴史が地元学として子供

たちに伝承される教育となれば望ましいというのが石川理事長の被災の

実情と教訓を後世に伝承する場ということだったので、こういうものと

市民が日常的に使うであろう国道45号より上のエリアというのでしょう
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か、そこらあたりのつながりがややちょっと弱いのではないかなという

のが２つ目でございます。 

 それから３つ目は、先ほど内藤先生がおっしゃられたように、少し立

面で検討していただかないと、この参考資料でいただいている、こちら

の公園周辺等の状況図の４ページを見ますと、皆さん地元のことはお分

りのことばかりなので、繰り返す必要もありませんが、かさ上げエリア

に、左側の気仙川のほうの中学校のほうは、上も今非常に大規模な造成

が行われていて、下もかさ上げエリア、今かさ上げのモデルとかが高田

小の前あたりにありますけれども、こちらの市街地側のほうも駅の向こ

う側の辺がずっとかさ上げエリアになりますので、先ほど内藤先生がお

っしゃったような谷地のような空間になると。私はやはりここの空間と

いうのは、市民の方にとってそういう震災、津波を体験された方々にと

って、いかに居心地がいい空間になるかというのがやはり一番だと思っ

ておりまして、それが地元の方に愛され、そしてこれからの地元の再生

のシンボルになれる、みんなが毎週でもあそこに行ってみたいねと思う

ような公園になるかどうかというあたりですね。ここを立面というか、

公園外の造成についてはまだこれからだと思いますけれども、そういっ

た少し景観面、地域の市街地との関係も含めた立面のあたりも検討して

いただきたいというのが３つ目です。 

 済みません、あともう一点なのですけれども、松原再生のところが、

今までのところと第一線堤、第二線堤、今もう明確になってきまして、

大分砂等も入り組んできているようですけれども、この辺あたりも当初

から、きょう論点の中にも出てきたように、国の名勝としては解除しな

いということでございますので、どういうふうに松原を再生していけば

今後のこの公園のシンボルとなり得るのか、また文化庁としても解除し

ないという方針に対して、一般の国民に対してこういう高田松原だから、

今後また名勝として再生していくのだというあたりの助言も今後考えて

いただければと思います。 

 以上でございます。 

【中井委員長】 
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 ありがとうございます。 

 事務局、何か返答ございますか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 まず、内藤先生もお話のあった、立体的に考えるとまた景観面でさま

ざまな難しい問題があるのではないかというようなお話だったかと思い

ます。これ、平面だと普通に見えるのですけれども、実際はこの第二線

堤でT.P.12.5メートルの堤防が結構奇跡の一本松に隣接してつくられる

というようなことになりますので、そこの景観というのが当然出てくる

わけです。今はそういった堤防がないので、奇跡の一本松がすっくと立

っているのですけれども、実態今後そういうことになってきますので、

そういったことを前提としながらの景観のあり方、またここの盛土も、

土は今泉のほうから出ますので、盛れるわけなのですけれども、どうデ

ザインしていくかという課題があろうかと思います。基本構想ですので、

そこまでデザインしてしまうものでもないとは思ってはおりますが、景

観上の課題などは十分認識して、また来年も基本計画の検討をしていく

というのが今のところの予定ではございますので、そういったここのあ

たりのデザインをどうしていくかということも、このゾーニングの裏腹

のところもございますが、十分に意を用いてまいりたいと考えてござい

ます。 

 また、名勝の話もございました。今回の中心ゾーンと名勝の区域とは

離れることにはなるのですけれども、名勝の区域は堤防とか保安林の話

で整備されていくわけなのですが、ここもほかのエリアでどういったこ

とでトータルとしての名勝高田松原的なものが復元できていくのかとい

うような論点も多分あろうかと思いますので、そういったことも検討し

てまいりたいと考えてございます。 

【中井委員長】 

 よろしいですか。池邊先生のほうからもう一点ありました市内のいろ

いろな文化施設との連携ということでいきますと、ここで公園と想定し

ている区域内に、恐らく一つは何かそういう施設ができるのでしょうけ

れども、震災復興祈念に限らず陸前高田市の文化、歴史系の博物館です
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とか、そういうものはもう大体決まって、配置だとかも決まっていると

いうことでよろしいのでしたか。久保田副市長。 

【久保田行政委員代理】 

 では、私のほうから少しお答えしたいと思います。 

 まさに文化あるいは歴史ということにつきましては、池邊先生あるい

は中井先生に文化財の保存活用の検討委員会ということで入っていただ

きまして、議論を進めているところでございます。博物館等も被災をす

る中で、その再建等の話もあるわけですが、まだ正確に、例えば博物館

につきましては場所が決まっているわけではございません。ただ、かさ

上げされる新しい市街地、新市街地のどこかになるのではないかと。そ

してまた、先ほど本多館長からもありましたけれども、いろいろな碑と

いうのですか、今泉のほうにもあります。もちろん松原にもありますし、

幾つか偉人なり、あるいは何かゆかりの地ですということを示すような

ものというのもたくさんあるのですけれども、それをそれぞれどこに、

もとの場所なのか、それとも違う場所なのかとか、あるいはそのまま残

すのか、あるいは違った文章でというか、そういうところはまだこれか

らの議論かなという、そういう段階でございます。 

【中井委員長】 

 県の昨年の委員会の議論の中にも少しそういう話ありましたけれども、

いわゆる博物館のような箱物型の文化施設をいろいろ分散させてつくる

のは、多分これからは難しくて、それは合築という形でいろんなものを

合わせて、例えば公園の中に１つ、市街地に１つみたいな感じのイメー

ジなのだろうと思うのですけれども、先ほどからお話の出ています碑と

か、それから今回も津波がどこまで来たかというようなところに、今後

いろいろな石碑のようなものが多分でき上がっていくと思いますが、そ

ういうものと公園の施設の中にできるものとの連携で、市街地と公園の

連携を強化させていくというのは、前年の構想会議でもかなり強く意識

してそういう提言の中に盛り込まれているところなので、実際にはきょ

うは公園の中の図しか出ていませんけれども、本当はもうちょっと市街

地も含めて、こういうソフトな連携も含めてあるといいなということだ
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ろうと思います。 

 それから、先ほどの断面のほうの話は、第二線堤は高さが12.5メート

ルということは決まっているわけですが、ランドスケープをどうするか

ということに多分尽きると思うのですね。それは、今回のこの検討の範

囲からはもうちょっと先に進んだという段階なのでしょうけれども、大

事な課題としてここでもそういうことが取り上げられて、これは引き継

ぎ課題に必ずなるということで、今回のこの基本構想の中では次に引き

継ぐ重要な課題というような位置づけになろうかと思います。 

 ほかはいかがですか。本多先生、どうぞ。 

【本多委員】 

 今いろいろお話を伺いましたけれども、地元に生活する者として、昨

年度の市民フォーラムでいろいろ市民からの意見を聞く機会があったと

思われますけれども、その際に多くの市民は高田松原についての思い出

を語るということに尽きたわけなのです。松原はこういうふうなところ

で、自分たちはこういう生活をしたということで、思い出を語るという

ことに非常にウエートがかかったようなフォーラムだったような気がし

ます。 

 時間の経過とともに、市民は今度再生されるいろんな工事が目の前で

展開されておりますので、高田松原はどういうふうに変化していくのだ

ろうか、第１のイメージとしては、もとの松原が再生されるのだろうか

という、そういう期待感があるように思います。したがって、そのこと

においては意見がいろいろと分かれているような気がしてなりません。

例えばかさ上げの高さの問題でも、今依然としてかさ上げについての小

さな意見かもしれませんけれども、出ていることは確かです。そういう

レベルで、これから松原がどういうふうに構築されていく、こういうふ

うになってほしいというのは、先ほどのヒアリングの中では幾つか出て

おりますけれども、そういう心情的に市民の意識のレベルというか、高

まりがいまいち、もう少し時間がかかるのではないかと。 

 その関連で申し上げますと、先ほど池邊先生もお話ししましたけれど

も、私たちは松原に対する市民の期待感というのはどういうものかとい
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うことを、常に意識しておかなければいけないわけですが、今の段階で

は鎮魂と慰霊の場としての高田松原ということですけれども、以前私が

松原について物をまとめなければいけないときに、そのときにまとめた

ものの中には、先人の遺構である防砂、防風、いわゆる防災の場所とし

ての高田松原というのが一番優先されたわけですけれども、その中で自

然、それから運動公園としての高田松原、それから歴史文化としての松

原、それから観光としての松原、そういう幾つかの機能を考えたことが

ありました。過日文化は人を呼ぶという言葉を話しされましたけれども、

陸前高田の歴史文化が人を呼ぶ、そういうことから考えると、高田松原

が将来にわたって人を寄せつけるだけの魅力を高田松原に持たせていか

なければいけないのではないかということを考えているわけですが、ど

うもその点で再生される松原のイメージ化が市民の中でいまいちできか

ねているというのが状況ではないかと思います。 

 そういう意味では、もう少し具体的な中身が出てくると、市民もそれ

に対する願いとか、それから協力とか、支えとか、そういうのが出てく

るのではないかと思われますので、そういう点でのこれからのご意見を

皆さんからいただいて、市民として考えていきたいなと思っております。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 ほかの委員の皆さんいかがでしょうか。蓮見さん、もう一回いかがで

すか、県のお立場として。 

【蓮見行政委員代理】 

 今、本多先生からお話のあった点は、いろんな事業がこのエリアに入

っておりますので、必ずしも一般の方には、わかりやすさという点では、

不十分な部分もあるのかなと思っておりますので、そこはなるべくわか

りやすくイメージが湧くような形でお知らせしていくことが必要かなと

思いました。 

 それから、ゾーニングの話ですが、中心ゾーンにつきましては、この

公園の一番コアとなるエリアということになろうかと思います。舟引課
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長からもお話がありましたが、国が中心となって進めていただけるもの

と、私どもとしては期待をしております。ほかのゾーンにつきましては、

県が主体となり公園として整備をしていくということなのかなと思って

おります。 

 それで、賑わい再生ゾーンというのがあるのですが、これはもう市街

地に隣接しております、地域コミュニティの再生に貢献するゾーンとい

うことでございますが、このエリアは、かなりの面積がございますので、

具体的にどのような場として公園の中で位置づけていくのかということ

が１つ。 

 それから、伝承ゾーンにつきましても、遺構を含むエリアということ

でございますけれども、これを具体にどのように利活用につなげていく

のかということは、公園の基本的な姿を考えていく上で重要だと思いま

すので、その辺につきまして委員の先生方からもヒントをいただいて、

ぜひ検討していただきたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

【中井委員長】 

 今やっているこの委員会としては、多分この中心ゾーンというのは主

たる論点になるのでしょうけれども、そのほかのゾーンは全く触れない

でいいのかどうかということについて、事務局はどういうふうにお考え

ですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 あくまで公園の基本構想、基本計画は国が県、また市と一体となって

行うというようなこと。一方で、復興庁の予算は復興祈念施設の構想調

査というところがあって、ちょっと微妙なところもあるのですけれども、

できるだけここの中心ゾーン以外のところの考え方とか、そういったの

もこの構想や計画の中でやはりやっていくべきではないかなとは思って

おります。 

 ただ、どこまでできるかというところもやはりありますので、先生方

のご意見も伺いながら、また私どもも県や市とさまざまな前提条件など

も調整しながら、望ましいあり方を考えていければと思っております。
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ただ、やはり復興祈念施設の構想調査費でもありますので、中心ゾーン

というところはしっかりやっていかなくてはいけないということは前提

の上でということだと思います。 

【中井委員長】 

 国と県と市がいて、この公園が成り立っているということなので、や

はり一体的に検討しないといけない。これは来年度も含めて、ぜひその

気持ちだけは、縦割りにならないようにやっていただければというお願

いでございます。 

 復興庁の亀村さんもそれでよろしいですか。 

【亀村行政委員】 

 ちょっと気になっているので、質問ですけれども、高田松原のこの資

料５の８ページ見ると、防潮堤第一線堤と第二線堤の間で、従前の１ペ

ージの面積が広いのに対し、ちょっと面積が従前より小さくなるのかな

という気がしているのですけれども。ただ、第２線堤の陸側もちょっと

緑っぽくなっていますけれども、この辺も松原になるのですか、それと

もまだ未定ですか。 

【岩手県都市計画課主任主査】 

 県のほうからお答えさせていただきます。 

 今のご質問は、提言の絵とゾーニングの絵の部分で少し表記の仕方が

違うのだけれどもというご指摘でよろしいでしょうか。 

【亀村行政委員】 

 そうですね、10ページのほうが第一線堤と第二線堤の間しか松原がな

い。 

【岩手県都市計画課主任主査】 

 申し訳ないのですが、提言のときはあくまでイメージとしての絵をお

示ししたものでございます。先ほど冒頭にも事務局のほうから説明あり

ました、例えば８ページとか10ページの絵というのは、昨年度の末に県

のほうで都市計画決定させていただいた区域を一部落とし込みさせてい

ただいた部分ありますので、少し図面の落とし込みの重ね図の部分にイ

メージとちょっと齟齬があるかもしれませんが、基本的に都市計画区域
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のラインは一線堤よりも若干海側のあたりまで本来は飛び出していると

ころです。このあたりの詳細な区域どりは、ゾーニングの案を 終的に

取りまとめさせていただく中で精査させていただきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 例えば10ページで防潮堤第二線堤と、しかもネズミ色で太い線で書い

てあるのだけれども、そういうことではないと。ここにも松原がかかっ

てくるということでよろしいのですよね。 

【岩手県都市計画課主任主査】 

 はい。10ページのところ、だんだん細かい話になって恐縮なのですが、

実際には二線堤、一線堤の構造体としての築堤タイプのコンクリートを

低くするような構造体がありますので、それなりの幅は有してあります。

ただし、それがこの中では具体的にどれぐらいの幅かというのが、きち

っと落とし込みがされていませんので、その辺のスケール感をきちっと

踏まえた絵づくりにフィードバックさせていただければと思います。 

 というのは、一線堤と二線堤の間も土を入れながら松を再生していく

ことになりますので、厳密に言うと二線堤の堤体の幅でもある程度は松

が一部再生できる部分もあります。また、後背地の部分も先ほど粘り強

い堤防というお話ありましたので、若干緑の部分も出てくるかとは思い

ますので、それは絵づくりの中で今後反映させていただきたいと思いま

す。 

【中井委員長】 

 言いたかったのは、10ページは表記上こうなっているというだけで、

必ずしもこの色のとおりになるというわけではないということをちょっ

と強調しておいたほうがいいと。ですから、内側のほうも当然松が植え

られるような場所もあってもいいということだろうと思います。 

【亀村行政委員】 

 第二線堤の陸側にもあったほうがいいのでは。陸側から見ると防潮堤

で松原が隠れて見えなくなってしまうので。 
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【岩手県都市計画課主任主査】 

 続けてお答えさせていただきますが、今の中心ゾーンの部分は、あく

まで構造体としてこういう機能のものがあるよというご説明のためのゾ

ーニングです。もちろん 終的に仕上げていく中では、亀村委員やほか

の委員からもご指摘あったとおり、全体の景観の中でこの堤体が市街地

側からどう見えているかということも今後整理していく課題だとは思い

ます。ただ、このあたりは基本構想というレベルの段階において、どこ

までご意見としてまとめ込んでいくかという部分が課題だと思いますし、

具体的な絵づくりは来年度以降も行っていく基本計画等できちっとつく

り込んでいく内容になるのかなと思っております。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 はい、どうぞ。 

【亀村行政委員】 

 それと、細かい点で恐縮ですけれども、今の資料５の５ページ、ユー

スホステルだけ構造不明、延べ床面積不明とあるのですけれども、これ

たしか設計者が今の岩手県の建築士協会か建築協会かどっちかだと思う

のですけれども、どちらかの会長が設計者なので、聞いていただければ

わかるのではないかと思います。 

【中井委員長】 

 済みません、ちょっと私が聞き逃してしまいました。５ページの。 

【亀村行政委員】 

 ５ページのユースホステルの構造、延べ床面積、両方とも不明になっ

ている。 

【中井委員長】 

 これは、必ず記録があるはずですね。 

【亀村行政委員】 

 本人がいますので。 

【中井委員長】 

 では、フォローをよろしくお願いします。 
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 それでは、東北地整の、まずは道路部長からお願いできますでしょう

か。 

【川﨑行政委員】 

 では、私のほうから。私の場合、45号の管理者の視点と、あと道の駅

の道路政策という視点から関心を持って見させていただきました。今こ

の10ページでいきますと、道の駅についてはどうもこのピンクのあたり

ということでありまして、道の駅の機能としましては賑わい的なもの、

あるいは沿道からのアクセス性が重要でありますので、そういう意味で

はおおむね方向としてはいいのかなというふうに見させていただきまし

た。 

 それから、45号なのですが、ちょうどこの周辺を回るように三陸沿岸

道路を今整備をしておりますので、今の45号はかなり通過交通とか、い

ろんな交通が走っておりますが、多分この公園ができるころにはそうい

う通過交通は三陸沿岸道路に転換して、生活交通と、あとこの周辺に来

る観光交通、そういう交通が主になると思いますので、45号は公園内を

走るということから、公園空間と調和のとれたような、そういうふうな

道路計画にしていく必要があるのかなと思って見ておりました。 

 以上であります。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 今のタピック45は、これは遺構になるということで、新たなというの

でしょうか、道の駅は再建されるというイメージでよろしいのですか。 

【川﨑行政委員】 

 私のほうが答えていいのかどうかと思うのですが、お聞きしておりま

すのは、このタピック45は道の駅としての機能ではなくて、遺構という

ことになりますので、お名前はまた別として、いわゆるこれまでのタピ

ック45に代わる道の駅は、ピンクあるいはその近くに再建されるものと

考えております。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 
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 それでは、東北地整の建政部の岡本さんもお願いいたします。 

【岡本行政委員】 

 済みません、私半分事務局的な立場もありますけれども、今回はゾー

ニングということで、前回の議論踏まえた上で、それから県のご意見、

あるいは地元からのご意見も踏まえて大まかな方向性を示すということ

で、資料をつくっておりますが、先ほど来ご質問等々あったように、少

しまだ絵として詰め切れていない部分というのは残っていると思います。

今後、先ほど先生方からも立面の検討というお話もありましたが、来年

度にわたって検討する部分もあろうかと思いますけれども、引き続き我

々としてもしっかりとその課題を受けて、できるだけ具体的なものにな

るように努めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 舟引さん、お願いします。 

【舟引行政委員】 

 さっきは、どちらかというと経緯のご説明にとどまりましたので、今

までのお話いろいろ伺っていましたけれども、これは事務局のほうに申

し上げたい。先ほど立面のお話出ましたが、立面の話もそうですし、

初中井先生も、この公園の周辺の話の部分も出ましたけれども、先ほど

私のほうで申し上げたとおり、確かに祈念施設という名前のついたこと

でもありますこの祈念公園全体を県、市と一体となって検討する場をつ

くるのが国の仕事だと申し上げた趣旨からいいますと、国がやるという

ことを前提とするゾーンだけではなく、少なくとも祈念公園となるもの

全域、さらにはその周辺との関係も含めて、この場できっちりと整理を

するのはこの委員会の仕事だと思っていますので、限定的にとどまるこ

とのないようにしていただきたいというのが１つと、やっぱり次年度へ

向けての課題という言葉が先ほどからいっぱいあるのですけれども、今

年度ある程度検討を開始しないと、次年度でやって詰まるものも詰まら

ないと思いますので、今日言われたこと、次年度に残すかどうかという
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ことも踏まえて、もうちょっと詰めていただきたい。 

 例えば高さの話で言いますと、10ページで矢印２本書いてありますけ

れども、矢印書けば、普通セクション出てくるよねというのが技術屋と

しては当たり前の話で。ただ、堤防の高さ、土量だとか、まだまだ詰め

るべきものがたくさんあって、すぐに数値化できるものとできないもの

があることは承知をしてございますが、少なくともそのところがないと

コンセプトメーキングまでつながらないと思いますので、そこはぜひ努

力をして、出せというのか、出したいというのかはちょっと別としまし

て、やっていかないと、この作業そのものが、また時間等の制約もあり

ますので、ぜひ出していただきたいと思っています。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。大変力強い応援演説をいただいたと思います。 

 きょうの中心ゾーンについては、そういう検討をこの中でしていただ

くのと、少し県、市と密に協議をしながら、 低残りのゾーンについて

もある程度のイメージをつくって、それで決まりというわけではないと

思いますけれども、次の議論にちゃんと引き継いでいけるような発射台

はここで議論しておいたほうがいいかなと私も思いますので、ぜひきょ

う白くなっているところも含めて、少しいろいろなことの議論の材料を

提供していただければと思います。 

 先生方、いかがでしょうか。 

【内藤委員】 

 先ほどちょっと言おうかと思って言わなかったことが１つあります。 

 今課長のほうから公園全体という話が出ましたので、それに関連して

言いますと、基本構想策定に向けた考え方③の論点⑤の冒頭に、来園者

の安全に十分配慮していくべきではないかということが書いてあります。

それで、これだけ長大な公園の避難というのをどう考えるかという、多

分これは県のほうの避難計画のようなものと一緒にならないとまずいの

ではないかというふうに思っておりまして、岩手県では私は津波防災技

術専門委員会の技術検討委員会の委員でしたが、そこで公式におおむね
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300メートルという数字を出しております。これが国の復興会議ではおお

むね５分ということになっていまして、そうするとその部分どう考える

のかというのを本当はやらないとまずいかなと。それは、このゾーンだ

けでなくて全体に対してどうするのだというのが語られないと、多分松

原の姿形が描けないのではないかと思いますので、その点をちょっと検

討されたらどうかというのが１つです。 

 それから、これは来年度だと思いますけれども、松原のところの 後

の一本松の向こう側に水門が見えていますが、水門の姿形を変えるとい

うのは、それは多分無理だと思うのですけれども、一体全体それでは水

門はどんな色でできているのという、これは景観的な話ですね。国営祈

念公園ですから、そこから見える景観がやはり十全にすばらしいもので

ある必要があるので、その辺の情報もどこかで議論の対象としてはどう

かというふうに思いました。 

【中井委員長】 

 これは、県のほうでちょっと情報提供していただけますか。水門のほ

うの整備はどういう状況、段階になっているか。あと、スケジュールと

か、そういうこともいかがでしょうか。 

【岩手県大船渡土木センター復興まちづくり課長】 

 大船渡土木センターの高屋といいます。 

 水門のほうは、現在進捗と言えば仮設備、河川を半分仕切って今やっ

ているところでございまして、基礎を打つ段取りをしているところです。

それで、工期的には平成28年度末を目標に今スケジュール的には考えて

います。 

 景観のほうなのですが、24年度、景観検討委員会のほうである程度形

のほうはお示ししているところでございます。それを地元のほうにおろ

してとか、全体的な形でどういうふうになるかというのは、これから詰

めていかなければいけないというふうに考えております。 

【中井委員長】 

 設計はもう終わったということですか、まだ設計中ということなので

しょうか。 
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【岩手県大船渡土木センター復興まちづくり課長】 

 今は設計までは、ある程度の形では押さえていますけれども、多分水

門の形は構造的に決まっているもので、上屋とか、あとは石柱をスリム

にするとか、ある程度のことは見えていますけれども、今は一応そうい

った景観検討委員会の形でもって進めるということにはしていますけれ

ども。 

【中井委員長】 

 わかりました。どこかで、こちらのほうに共有できる情報については

提供していただければと思います。 

 池邊先生、お願いします。 

【池邊委員】 

 では、ちょっと一言だけ。 

 少し細かくなってきたのであれなのですけれども、前回の提言のとき

に、やはり古川沼をはじめとする自然との触れ合いとかというときに、

1,000年前に形成された岩手県内の貴重な汽水域であるということですと

か、あるいは三陸沿岸地域の生活と文化を育んだエコシステムであると

いうことが書かれてきたと思うのですけれども、今回の賑わい再生ゾー

ンという名前とか水辺再生ゾーンというところで、非常に軽くなってい

る感じがするのですね。それで、これは言葉としての言葉尻を捉えての

話かもしれないのですけれども、例えばきょう本多先生おっしゃらなか

ったですけれども、ここを北限とするチョウが幾つもあったりとか、陸

前高田の博物館は非常に多くの昆虫の、これも副市長さんはご存じだと

思いますけれども、いろんなものを持っていたりとか、ツバキの北限で

あったり、この地域ならではのものというのがかなりあるかと思います

し、ここは岩手県の祈念公園としてのあれで、やはり郷土という言葉が

どこかに、郷土の再生というか、別に文化という言葉は入れていただか

なくてもいいのですけれども、郷土のそういう生活ですとか、あるいは

郷土の皆さんのコミュニティでもあり、あるいは先ほど来話であるコミ

ュニティということでもあるので、どこかにこの水辺の触れ合いという

ことだけでもいいのかもしれないのですけれども、そういうふうに言っ
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ていきますと、どこでも同じようなものが出てきてしまいますので、ぜ

ひともここの陸前高田という、広田湾という、非常に貴重な自然のとこ

ろを生かしたという意味でも、郷土再生というような言葉を入れていた

だいたらと思います。 

 実は、この前郷土景観を再生するということで、私ども苗木をお配り

させていただいたのですけれども、そのときも皆さんご存じかわかりま

せんが、ベニヤマボウシというのが氷上山の原種でして、みんなハナミ

ズキという、ベニハナミズキだと思っているかもしれないのですけれど

も、西洋のものではなくて、ヤマボウシというと普通の人は白を思い出

すのですけれども、陸前高田の方は皆紅でないと嫌だというぐらいこだ

わりがおありになったりもするので、ぜひともそういう市民の方がとて

も大事にしていて、気づかないようなところを今後のコンセプトの中に

生かしていただければと思います。ちょっとゾーニングの話ではないの

ですが、なかなか言う機会がありませんので、事務局の方にお願いでき

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。 

 本多先生ももう一回ご発言いかがでしょう。 

【本多委員】 

 では、一言だけ申し上げますけれども、伝承の部分でお話ししますと、

今博物館は、前にお話ししましたが、文化財のレスキューに、その道だ

け進んでいるのですけれども、将来的に震災をどういうふうにして博物

館の中に取り込んで伝承していくかという部分で、私たちも考えていか

なければいけないということを思っているわけです。 近のことで申し

上げますと、よく震災地を訪問される方々が現在の高田市内に入ると、

まず相当整理されておりますので、インパクトのあるものがなかなか見

当たらないわけです。津波の高さは、今、雇用促進住宅とか気仙中学校

とかというのがありまして、高さはこのくらい来たということで判断が

つきますが、それからどのくらい奥まで行ったのかというのは、いわゆ
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る「桜前線」というふうな形で行われていますが、桜も季節のものです

ので、それが過ぎると桜前線もはっきりと明示できなくなると。 

 それから、もう一つは、津波の威力という点で私は個人的に思ったわ

けですけれども、体育文化センターの前に柳原義達製作のブロンズ像が

あったのですけれども、その台座が流失したのです。それで、その場所

を本来の位置からはかってみたところが、20メートル移動しているので

す。そして、逆さのまま落ちついたのですね。だから、皆さんそこに来

て記念写真を撮っていたのですけれども、それをかさ上げのために、ち

ょっと邪魔になるので、市内のある被災学校の校庭に運んであるのです

けれども、その運ぶときに私が重機の操縦士から聞いたのですけれども、

どのくらいの重さがあったのですかと、そういうふうに聞いたらば、30.5ト

ンあったと。30.5トンの石が回転して20メートル移動しているのです。

それを計算すれば、ある程度具体的に市民にも津波の威力がわかるので

はないかと。よく体育館のステージが抜かれたよと言いますけれども、

だんだんにそれが風化していきますので、そういう意味で震災遺構につ

いては先ほど来話されているからいいのですけれども、震災遺物の部分

でもう少し考えていかないと、伝承の資料として弱いのではないかと。 

 現在、実はもう一つありまして、高田高校の海洋システム科で使って

いた船がアメリカ西海岸に流れまして、それが返還されたのですけれど

も、高田高校では今のところ受け入れる場所がないということで、博物

館に持ってきて現在保管してあります。そういう震災遺物のことについ

ても、伝承のところで将来的に考えていかなければいけないのではない

かということを思いましたので、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す。 

 久保田副市長、お願いしたいと思います。 

【久保田行政委員代理】 

 今本多館長から話がありました震災遺物というか、遺構というよりは

運べるものですね。例えばほかの例で挙げれば、今高田高校のボートの



 

- 46 - 

話もあって、これはケネディ大使がこの間いらっしゃったときにもその

関係の話が出たのですが、ほかにも遺物としては一本松の根っことか、

そういうものもあったします。その辺も市としてもちょっと震災の関係

のものをどこかにまとめて展示するようなことも考えようかなというふ

うなところもあって、ただまだ全然中身としては詰まっていない、この

公園の中との調整というところも出てくるでしょうけれども、あわせて

考えなければならないのかなというふうに思います。 

 そして、全体の本日の感想というか、コメントでございますが、本当

に震災直後からこの公園を陸前高田市に誘致をするというか、つくりた

いということを市民からアイデアが出て、そういうことを進めてくる中

で、本日このようにゾーニングというところまで具体的に議論が進んで

きたというのは、本当に感慨深いですし、市民にとっても本当に大きな

ニュースなのかなと思って見ておりました。そういう意味では、本当に

皆様方にご協力いただきまして、感謝を申し上げたいというふうに思い

ます。 

 後に一つ、先ほど途中で国営の意味という話が出ておりました。私

もこういうふうに陸前高田市に公園ができるにしても、その意味という

のは震災で今回犠牲になられた全ての方を対象にすべきだろうというふ

うに、そういう意味もあって国とか県にもお願いをしてきたという経緯

がございます。そういう意味では、例えばこの論点の中には陸前高田市

の犠牲者の数ということで、今この資料には載っていたりするわけなの

ですが、そこも県内の犠牲者も含めるべきなのか、あるいは全体、今回

の日本全体のそういうのを含めるべきなのか、その辺も少し関係してく

るのかなと思いました。 

 以上でございます。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。 

 おおむねお約束していた時間になりましたので、本日の議論はここぐ

らいまでとさせていただければと思います。 

 私から、 後ちょっと感想ですけれども、どこかでこういうゾーニン
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グの検討をしないといけないことは確かなので、こういう検討を進めて

いただくことは非常に大事だと思いますし、こういう場で議論していた

だけているということで大変ありがたいと思いますけれども、ゾーニン

グとは基本的に機能を切り分けていくというのがゾーニングの本質で、

しかしここで議論していることは余り機能を切り分けるのではなくて、

実はいろんな機能が重なり合って意味があるということのご発言が非常

に多いと思うのです。そこで大事なことは、こういうゾーニング図も大

事なのだけれども、それぞれの色や、あるいは色と色の重なりに込めら

れていることを、次にこれを見ながら設計をしていただく方にきっちり

と伝えるということが非常に大事なので、この 終的なゾーニング図だ

けではなくて、ぜひここでこういう議論がされているということも含め

て次に伝えられるように、取りまとめをうまくまとめていただければと

思います。きょうはかなり多く課題もいただいていますので、そういう

ものも含めて引き続き議論してまいれたらというふうに思います。よろ

しくお願いをいたしたいと思います。 

 それでは、ここで進行をお返しして構わないのでしょうか。それとも、

その他というところまでいくのでしょうか。 

 

４．その他 

 

【東北地方整備局都市調整官】 

 今後のスケジュールのお話をさせていただきます。 

【中井委員長】 

 はい、それではお願いいたします。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 資料６をご覧下さい。 

 きょうは第２回でございます。実は、第４回までありますので、来年

度にというにはまだ早いタイミングかなと思っておりますので、きょう

さまざまな宿題もいただき、論点もいただきましたので、基本構想、基

本計画という議論ではなく、今年度議論できるところはできるだけ議論
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をしていくべきではないかと思っています。また、復旧工事などで現在

進行している、動いているところもありますので、待っていた分遅くな

ってしまったみたいなことになってしまいますと別の問題も生じますの

で、前倒し的に様々なことをやっていきたいと思います。 

 一方で、基本構想としては今年度にまとめていきたいと思っています

ので、第３回委員会には基本構想の案を出してパブリックコメントをし

て、第４回委員会にはまとめるという全体の流れは踏襲しつつも、さま

ざまな議論がこの場でできればと思ってございます。 

 また、先ほど本多先生から昨年のシンポジウムの話がありまして、陸

前高田の思い出に昨年は終始したというような話もございましたが、今

年もまた12月23日でございますが、住民意見の把握ということでシンポ

ジウムを企画してございます。広田先生に今コーディネーターをお願い

してございまして、中井先生もお越しいただけると聞いてございますの

で、ぜひよろしくお願いします。このゾーニングについていいかどうか

という事情説明の場ではなくて、皆様がここの場所を公園化していくに

当たって、どういった思いがあるのかというのをできるだけ表に出して

いくような場にしたいなと考えてございます。その結果につきましては、

年明けの第３回委員会で報告させていただきたいと思ってございます。 

 私からは以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 具体的な３回目、４回目の日程は、まだこれからということでよろし

いのですか。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 済みません、ただいま 終調整中でございますので、後日ご案内を差

し上げたいと思います。 

【中井委員長】 

 はい、わかりました。 

 それでは、長時間にわたるご議論ありがとうございました。ここで進

行を事務局にお返しいたします。 
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５．閉  会 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 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。 

 これをもちまして第２回岩手県における復興祈念公園基本構想検討調

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２７分） 


