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１．開  会 

（午後 ２時０３分） 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 本日東北新幹線が遅れておりまして、池邊委員と岡本行政委員がまだ

到着してはございませんが、既に盛岡駅に到着されこちらに向かってい

るとのことであり、定刻にもなりましたので、ただいまから第３回岩手

県における復興祈念公園基本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委員の皆様にお知らせいたします。本日、中井委

員長が急病のため、欠席されることとなりました。中井委員長からのご

指示としてコメントをいただいておりますので、読み上げさせていただ

きます。 

 委員の皆様。本日の委員会は、まことに申し訳ありませんが、欠席さ

せていただきます。おとといの火曜日にインフルエンザと診断され、症

状は多分に改善しておりますが、何分にも感染力の強い病気でもあり、

欠席が妥当との判断に至りました。大事な時期の大事な委員会に委員長

としての責任を果たせずご迷惑をおかけしますことご容赦ください。 

 本日の委員会は、内藤委員に議事進行をお願いしたく何とぞよろしく

お願い申し上げます。 

 以上です。 

 この中井委員長からのご指示を踏まえまして、本日委員長代理を内藤

委員にお願いし、本日の委員会を予定どおり開催させていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、内藤委員におかれましては中央の席へご移動をお願いいた

します。 
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（内藤委員長代理が委員長席へ移動） 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

続きまして、資料のご確認をいたします。クリップどめがされている

資料が委員席には２種類ご用意させていただいております。まず、表紙

に次第とありますつづりにつきましてご説明いたします。次第、出席者

名簿、配席図、配付資料とありまして、その次から本日の会議資料を５

種類用意してございます。資料１、第２回委員会での意見の概要、資料

２、市民シンポジウムの概要、資料３、高田松原津波復興祈念公園基本

構想（案）、資料４、ＶＲによる景観の検証、資料５、今後の有識者委員

会スケジュール（予定）、以上でございます。また、委員の皆様には別に

ご審議の際の参考となる資料集を用意してございます。不足のある場合

は、事務局までお知らせください。よろしいでしょうか。 

本日の委員会につきましては、議事次第にありますとおり16時までの

予定で進めさせていただきたいと思います。 

 また、本日速記により記録をとっておりますので、委員の先生方にお

かれましては、ご発言の際に机上のマイクをご利用くださいますようお

願い申し上げます。 

 

２．委員長代理挨拶 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 それでは、開会にあたりまして、委員長代理の内藤先生から一言ご挨

拶を頂戴いたします。よろしくお願い申し上げます。 

【内藤委員長代理】 

 よろしくお願いいたします。きのう連絡を受けまして、中井先生ダウ

ンということで、あの頑強な中井先生もインフルエンザには勝てなかっ

たか、ということで、代理を務めさせていただきます。委員長は中井先

生ですので、今日は中井先生の代理で議事進行させていただき、経過に
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ついては後日中井先生にご報告し、ご判断を仰ぐことにしますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

【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。 

 出席者名簿をごらんください。こちらにはご欠席の委員として涌井委

員のみ記載されてございますが、先ほどご紹介した事情によりまして、

中井委員長もご欠席となってございます。このため、委員の皆様につい

ては５名、行政委員の皆様についても５名、計10名の方にご出席いただ

く予定となっておりまして、新幹線の遅れにより、まだ池邊先生と岡本

行政委員が到着されていないという状況でございます。ただし、現時点

でも行政委員を除きました委員の皆様ご出席が７名中４名と過半数を超

えておりますので、この段階で、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、ただいまからはカメラ撮影

をご遠慮いただきますようお願い申し上げます。 

 これからの進行は、委員長代理の内藤委員にお渡ししたいと思います。

内藤委員、よろしくお願いいたします。 

 

３．議  事 

【内藤委員長代理】 

 では、ピンチヒッターですけれども、私が議事進行させていただきま

す。 

 まずは、議事次第の（１）と（２）について、これ報告事項ですけれ

ども、まとめてご説明をいただいて、その後委員の先生方から質問を受

けたいと思います。その後、本日の次第であります当公園の基本構想に

かかわる議事次第の（３）について審議したいと思います。 

 まず、報告事項である（１）と（２）について事務局から説明をお願

いいたします。 
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【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。それ

では、私から資料１、第２回委員会での意見の概要についてお話しさせ

ていただきたいと思います。 

 資料１のほうをお開きいただければと思います。前回委員会の議事録

はお手元のほうに配付させていただいておりますが、意見についてまと

めさせていただきました。 

 まず、公園の理念についてでございますが、内藤委員から30年ぐらい

で公園が荒れ果てるというのは困るので、100年という視野を頭に入れて

案を作成すべき。また、池邊委員から、名勝としての再生を含めどうい

うふうに松原を再生していけば今後この公園のシンボルとなり得るのか

考えていただきたいという意見。また、本多委員から、松原に対するさ

まざまな市民の期待感を意識しないといけない。鎮魂と慰霊の場とのこ

とだが、先人の遺構である防災の場所としての高田松原のみならず、こ

れまでの高田松原の自然、運動公園、歴史文化、観光などの機能を考え

ると、将来にわたって人を寄せつけるだけの魅力を持たせていかなけれ

ばならないという意見がございました。 

 また、教訓の伝承についてでございますが、本多委員から、気仙中学

校の校舎や定住促進住宅のような遺構と津波の石碑など地元学のような

ものも含め、被災の実情と教訓を後世に伝承する場のつながりが弱いの

では。また、公園にできる施設と市街地にできる施設や、今後できる石

碑のようなものも含め、市街地との連携を意識していくべきという中井

委員長の意見。また、震災以前の松原には、松原をつくり出した先人の

石碑もあった。松原の歴史・文化に関連した遺構や震災遺物を何らかの

形で将来的に残す計画としてもらいたいという本多委員からの意見がご

ざいました。 

 続きまして、ゾーニングについての意見でございます。機能の切り分

けがゾーニングであるが、この公園は機能を切り分けるのではなく、さ

まざまな機能が重なり合って意味をなしていることが重要であるという

中井委員長の意見がございました。また、舟引行政委員から、少なくと
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も公園の全域について周辺との関係も含めて整備すべきという意見。ま

た、蓮見行政委員代理から、利用者のみならず市街地の安全性の確保に

ついても盛り込んでいただきたいという意見。また、内藤委員から、こ

れだけ長大な公園の避難については、中心ゾーンだけでなく全体で検討

すべきという意見。また、池邊委員から、古川沼は約1,000年前に形成さ

れた貴重な汽水域であること等、この地域特有の生活や文化を育んだシ

ステムについて、「郷土再生」等の言葉を用いて言及すべきであるという

意見がございました。 

 最後に、公園の景観についてでございます。池邊委員から、この公園

は防潮堤とかさ上げ市街地により谷地のような空間となるため、奇跡の

一本松を核として市民の人々の気持ちや追悼に至る人たちの気持ちを踏

まえた居心地のよい空間を創出するためには、周辺の構造物や市街地と

の関係を含めた立面での検討が必要であるという意見。また、内藤委員

から、国営祈念公園が含まれる公園であるため、公園から見える景観が

すばらしいものであるべきと考えると、気仙川水門等の周辺構造物もあ

わせて検討すべきであるという意見がございました。 

 引き続きまして、市民シンポジウムの概要についてご報告させていた

だきます。資料２をお開きいただきたいと思います。東北地方整備局及

び岩手県、陸前高田市と連携いたしまして、昨年の12月23日の祝日でご

ざいますが、陸前高田市役所の４号棟の３階の会議室を活用させていた

だきまして市民シンポジウムを実施いたしました。委員であります広田

先生にコーディネーターをお願いしまして、中井委員長、また本多委員、

さらに陸前高田青年会議所の理事長の石川さん、また女性団体協議会会

長の佐々木さん、また高田松原を守る会会長の鈴木さんにパネリストに

なっていただきまして、市民シンポジウムを開催いたしました。 

 １ページ目に写真がございますが、参加者が88名、市内から62名、市

外から26名とおおむね好評でございました。この写真はどういう写真か

といいますと、広田先生がコーディネーターをしてございますが、高田

松原の今回の公園に対する選択肢を４つほど画面で掲げます。赤、青、

緑、黄色という紙を各自手元に持ちまして、この公園に対してあなた方
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はどういった意見を持っているかというのを意思表示していただいて、

会場も含めてシンポジウムを行うという内容でございました。詳細につ

きましては、参考資料のほうにもつけてございますが、実施結果を簡単

にまとめさせていただきました。 

 ２ページでございます。まず、テーマでございますが、高田松原地区

とのかかわりで最も思い出深いものはという問いで休憩、散策などくつ

ろぎや安らぎ、またスポーツ、キャンプなどのレクリエーション、海水

浴などのレジャー、こういった選択肢、その他というものを出したので

すけれども、それぞれ３割に分かれた。また、それ以外という意見が大

変多くございました。高田松原に対するかかわりが市民それぞれ多様で

あったということが示されたと思ってございます。 

また、テーマの２つとして、この公園における機能として追悼と鎮魂

というのを前提としつつ、それ以外の機能で何が大事かということをお

尋ねいたしました。その選択肢は、追悼と鎮魂は外した上で、津波の記

憶や教訓を後世へ伝承する。また、中心市街地と連携した観光や地域の

活性化、従来の公園のレクリエーションなどの市民との交流の場という

ような選択肢を出させていただいたのですが、記憶を伝承する場という

意見が７割で最多となってございまして、また中心市街地と連携した観

光や地域活性化というのも５割ございました。これ紙は複数上げられま

すので、複数回答という形になりますが、教訓の伝承や地域活性化への

期待が大変高いということが分かりました。また、教訓の伝承手法も尋

ねましたが、記念館の整備を上げる市民が最も多かったということでご

ざいます。 

 テーマの３といたしまして、今後の公園の整備にどの段階から参加し

てみたいかということを尋ねました。ワークショップなど計画をつくる

段階、これが７割と最多でございまして、松原の苗木育成や植樹などの

整備の段階が２割、語り部や公園案内などの運営の段階は１割というこ

とでございまして、事後のアンケート結果も含めまして、計画段階から

の市民へのかかわりを求める意向が示されたと考えてございます。 

 また、そのほか自由に会場からの意見、質問に対して答えるという時
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間も設けさせていただきまして、会場から公園の経営に関する話や、ま

た防災対策、また公園からは離れますが、周辺の区画整理事業などにつ

いての意見や質問がありまして、公園のみならず市の復興計画全体に対

しても議論がなされたものと考えてございます。 

最終的なアンケート結果から見ますと、この公園に対して関心が高ま

った、やや高まったの合計が９割、また満足、やや満足の合計が７割強

であったということでございます。 

簡単でございますが、市民シンポジウムの概要について報告させてい

ただきました。 

以上でございます。 

【内藤委員長代理】 

 ありがとうございました。報告事項ですが、まず資料１について何か

ご意見があれば伺いたいと思います。議事録のようなものですけれども、

ここ直しておいたほうがいいというようなことがあれば言っていただけ

ればと思いますが、よろしいですか、よろしいですね。 

 それで、資料２のほうのシンポジウムですが、広田先生が全体のまと

めをされたということですので、何か少しご発言ください。その場の雰

囲気なり教えていただけたらと思いますが。 

【広田委員】 

 このシンポジウムについては、参加型でやろうということで企画段階

から打ち合わせをさせていただいて、先ほどのご説明にありましたよう

に、よく我々地域づくり、まちづくり系で使う旗揚げアンケートという

方法なのですけれども、参加者全員の意思を聞くためのちょっとした小

道具を渡してやりました。 

 正直どういう方が来て、どういう展開になるのかちょっと読めないと

ころもあったので、コーディネーターとしては少し緊張してやったので

すけれども、旗揚げアンケートが功を奏して比較的笑いも出て和やかな

雰囲気でいけたかなと思います。 

 個人的には、一番よかったと思うのは、その他という選択肢を設けま

して、色紙で意思表示をするのですけれども、黄色がその他で、これは
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一定的だったのですけれども、どういう意見があるのかというのを、そ

の他を出した黄色の人を中心に発言を求めて進めていったのが割とよか

ったかなと個人的には思っています。 

 終わった後、何人かの市民の方、その場ではないのですけれども、感

想を聞いたこともあるのですけれども、比較的いろんな意見が言えてよ

かったのではないかというふうに言っていただいて、少しほっとしたと

ころです。 

 あくまでもスタートなので、これからどう進めるかというのが非常に

重要だなというのを感じました。計画段階からの参加を求める声が予想

以上に多くて、これからの進め方が重要だなというのを改めてちょっと

感じました。 

 以上です。 

【内藤委員長代理】 

 牛山委員は傍聴されていたと聞いていますが。 

【牛山委員】 

 私は、パネリストでもコーディネーターでもないのですけれども、ち

ょっと当日ほかのあれもあったもので、出席者として参加させていただ

きました。 

 今広田先生からお話ありましたように、比較的いろんな意見のやりと

りがあったということで活発な会合であったかというふうに思います。 

ただ、大変申し上げにくいのですけれども、内容的なものに関しては、

私はいささか違和感を覚えるところが若干ございました。恐らく広田先

生は、企画されるに当たって、それをサポートする側の、恐らく事務局

のほうがここのフィールドのサーベイを適切に行えてなかったのではな

いかと私は申し上げざるを得ません。方法論的に今回の旗揚げというや

り方というのは非常におもしろいやり方でよろしいかと思うのですが、

ツールはいいと思うのですけれども、中身が非常にうんと言葉をきわめ

て言うと高圧的かつ思い込み的で、この現場をご存じなのかと。特に最

初のほうの高田松原というのはあなたにとってどういうものですかとい

うところで、まず地元の皆さん方というか、パネリストの皆さん方も非
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常に違和感を感じられていましたね。しかも、選べるものではないもの

を選ばせたというような意味で、ここはやっぱりこういう場ですからは

っきり言いますけれども、責任は事務局の側にあると思います。もうち

ょっと陸前高田市というものをちゃんと見詰めて、私は別に市民ではな

いのですけれども、いささか高田に思い入れのある者として、このまち

をもっとちゃんと見詰めた上で考えていただきたかったなというふうに

感じました。 

 それと、ちょっと１点特にまずいなと思ったのは、最後のほうで記念

館のお話というのが出てきまして、伝承の方法として記念館というのは

重要であると。これは、私も全くそのとおりだと思っていたのですが、

あの場の雰囲気だと、あれは公園の中に記念館をつくるという雰囲気に

なってしまっていたかと思うのです。ただ、ここの委員会の議論でも、

公園の中にそういうものをつくるのは防災上というか、まずいよねとい

う議論がかなり前回の議事録の中にも多分お話があったかと思いますけ

れども、そういう議論が反映されずに、あたかもここの検討会というか、

この会議においてあの中に施設をつくることが推奨されているかのよう

な印象を持たれた方もいらっしゃるようです。それを訂正する、私自身

も発言して、もやっとは言ったのですけれども、もやっとしかあえて言

えなかった部分もあるのですが、ちょっとそういう面もあって、不用意

な部分があったのではないかなと。本当にもうちょっとちゃんと日本の

中のどこかのＡ市ではなくて、陸前高田市というものがどういうところ

であるのかということを考えた上で事務局のほうはサポート、我々委員

のほうをサポートしていただきたいなというふうに、よそ者ではあるの

ですが、いささか思うところがございました。 

 済みません、失礼いたしました。 

【内藤委員長代理】 

 事務局のほう、この点について何かありますか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 事務局として選択肢をつくるときに紋切り型であったかなというとこ

ろは反省しております。ただ、陸前高田市といいますか、高田松原に関
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する思いというのがなかなか選択肢に合わないなというのがそのとき感

じたことでございまして、ほとんどの方が２枚とか３枚とか黄色つきで

出されたりしておりまして、レクリエーションという言葉ではあらわせ

ないとか、そういうようなことがよく分かりましたし、なかなかすぱっ

と選択肢で割れないなというのが今回分かったことでございます。これ

は委員の先生以外に地元の方にもヒアリングをしたのですけれども、本

当にある意味それぞれというところがすごくございまして、ちょっとそ

このところの牛山先生の言う慎重さといったところは今後の課題と思い

まして、これからのこの公園の検討には反映させていきたいと思ってお

ります。 

【内藤委員長代理】 

 市長は聞かれていたのですか。市長のご意見があれば。 

【戸羽行政委員】 

 ありがとうございます。ああいう場というのは非常にピリピリしたと

ころもありますし、自分の思いというのはそれぞれの人は違うものです

から、自分の意向にそぐわなければすぐ反論する方も当然あるわけです

から、これはどこの会議でもそういうことだというふうに思います。 

 ひとつ市民の皆さんも含めて再確認しなければいけないなと思うのは、

陸前高田市につくる公園であるよというのは間違いない。ですから、市

民の皆さんの意向、思いを大事にしなければいけないと思います。ただ

一方で、では何で国や県がかかわってくるのか。これはお金がないから

お金を出してくださいという話ではない。やはり日本のこの被災地の中

で、各地域につくるわけではありませんから、そういう意味では国の考

え方や県の考え方、サポートしてくださる方々の考え方というのも当然

大事にしていかなければいけない。ですから、そこら辺の誰のためのも

のなのということになると多分市民の方々で思いを持っている方々は、

陸前高田市につくるのだから、陸前高田市の市民の意向でつくれるとい

うふうにもなってしまっているかもしれないですね。だけれども、もち

ろんそこは大事だけれども、それだけでもないよというところも一方で

再確認をしながら進めていかないと、何かすごく中途半端なというか、
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みんなの思いがあちこちに飛び火してしまったような公園になってしま

うのではないかなと。 

 ですから、意思確認というか、そこら辺が、私どももちょっと足りな

いところ、市民に対する説明が足りないところもあるわけですが、何で

国営を求めたのか、何で国や県の方々と一緒にこうやって会議をやって

いるのかというところもご理解をいただきながら、もちろんあわせて市

民の皆さんの思いというものも大事にしますよというところでやってい

かないと何かせっかくみんなでできる、ベクトルが同じほうを向いてい

るはずなのに結構反対というのではないのですけれども、その手法なり

何なりに対しての意見が出たので、ちょっとこのまま行くとまずいかな

みたいなところも感じましたけれども。 

【牛山委員】 

 今市長おっしゃったことまったくそのとおりだと思いまして、あれは

まさにあのまちだけのものではない、非常に広い範囲に使われるものと

いうか、共有のものだというふうに思うのです。そういった、この公園

がなぜつくられるのか、どういう趣旨が込められているのか、そのあた

りの説明がほとんどなくて、いきなり皆さんのご意見拝聴みたいな感じ

になってしまったので、そこも確かにまずいなという感じはいたしまし

た。ですから、まさに今後の課題かと思うのですけれども、この公園と

いうものはどういう趣旨で、どういういろんな枠組みあるいはどういう

意味合いがあってつくられているのかと、そのあたりのところをいろい

ろ丁寧に情報発信していく、そういったことは重要になってくるのでは

ないのかなというふうに思いました。 

【内藤委員長代理】 

 本多先生がメンバーとして参加されましたので、ちょっとご意見を。 

【本多委員】 

 私は気になったので、一言発言したのですけれども、やはり会場の雰

囲気としては高田のためにということのような感じになっていったので、

私はそうではないのだということを発言させていただきました。岩手県

の中で高田松原が震災復興祈念公園に選ばれた理由は何なのかというこ
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とをよく考えないとそういうことになってしまうので、少なくとも被災

した三陸沿岸各地で犠牲となられた方々を含めて追悼と鎮魂をする場と

しての機能を併せて考えないといけないのだということを発言しました。

やはり高田松原に対する市民の思いというのはとても強いので、そうい

うことになったのかなと思いながら、気になって発言させていただきま

した。 

 以上です。 

【内藤委員長代理】 

 ありがとうございます。ここでとどまるとこのままずっと時間が過ぎ

てしまいます。これは報告事項ですので、ご指摘頂いた点は反省ととも

にこれから改善していく内容かと思います。 

 池邊委員が到着されましたので。 

【池邊委員】 

 新幹線がおくれまして、大変申し訳ございません。 

【内藤委員長代理】 

 岡本委員も到着されました。 

【岡本行政委員】 

 申し訳ございません。 

【内藤委員長代理】 

 私も白河駅で強風で２時間ほど待たされたことがあります。 

 それでは、次に進めたいというふうに思います。次が本日の主題であ

りまして、（３）の基本構想案について事務局から説明をお願いしたいと

思います。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 それでは、資料３、本日の主題でございます高田松原津波復興祈念公

園基本構想（案）について説明させていただきます。 

 まず、お開きいただきたいと思います。「はじめに」ということで、こ

の基本構想はどういったものかということをご説明してございます。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あるこ

とに鑑み、国が地方と連携して、犠牲者への追悼と鎮魂や、日本の再生
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に向けた復興への強い意思を国内外に向けて明確に示すことなどを目的

とした復興の象徴となる復興祈念公園を整備することが求められている。 

 震災後、陸前高田市が震災復興計画において防災メモリアル公園の設

置を重点計画の一つに位置づけ、また岩手県でも県内でも特に甚大な震

災被害があり、また公園誘致に対する地域の強い発意があったことから、

岩手県が平成23年10月に陸前高田市高田松原地区への復興祈念公園の設

置を決定し、平成25年２月に「高田松原津波復興祈念公園」を都市計画

決定いたしました。 

 この構想は、岩手県陸前高田市高田松原地区を対象に、国が岩手県及

び陸前高田市と連携して、今後の当公園の整備及び運営維持管理を行っ

ていく上で踏まえるべき基本的事項を定めたものでございます。 

 また、この構想は本日の委員会でございますが、この委員会による審

議を経て策定したものであるということでございます。 

 お開きいたしまして、本文のほうに入らせていただきます。 

 １ページからお願いいたします。まず、概況です。ここにつきまして

は、立地ということでございます。岩手県の最東南部に位置するという

ことと、場所と周辺の市町村書いてございますので、説明は省略させて

いただきます。 

 ２ページでございます。ここの公園の区域でございます。先ほどお話

ししましたように、陸前高田市震災復興計画においてこの従前の高田松

原公園の区域の拡大、また鎮魂、追悼の場の整備、震災遺構の保存のあ

り方などを踏まえまして、高田・今泉地区土地利用計画図が定められて

おります。そこに防災メモリアル公園というものが定められておりまし

て、その区域を当公園の区域としてございます。 

 続きまして、３ページ、地形についてでございます。まず、この陸前

高田市の地形なのでございますが、三陸のリアス式海岸の一部を形成し

ているということでございまして、海岸部の地形とまた周辺の北上高地

の山々、また気仙川とそれの扇状地と、こういう地形について掲載して

ございます。この地形については、後ほどの公園の考え方にも出てまい

ります。 
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 続きまして、４ページでございます。この高田松原の場所の特色でご

ざいます。三陸海岸は、リアス式海岸で平野が極めて少ないのでござい

ますが、この陸前高田の高田平野というのが平野で最大級のものという

ことで、気仙川の沖積平野ということでございます。古代中世期にはこ

の高田平野がまだ洪水敷で一種の沼沢地帯という沼地のようなところで

あったということが推測されます。気仙川から派生する旧河道が多数、

見られているということです。古川沼が公園区域にございますが、北か

ら川原川が流れ込み、高田松原の西で海につながる汽水性の潟湖である

ということを記載してございます。 

 ５ページについては、高田松原の植生でございます。ここの場所は、

暖流の影響で気温が高く、夏は涼しく、冬は暖かい地域でございまして、

暖地性の植物、また寒地性の植物がそれぞれ生育する特異な地域である

ということでございます。その中でも高田松原周辺の植物群落でござい

ますが、大きく３つに分けることができまして、渚から松林の海浜植物、

またクロマツ、アカマツの植林されている、いわゆる高田松原と呼ばれ

ているところ、またヨシ群落が優先している古川沼とその周辺という形

で３つに分けることができるということと、また貴重な海浜植生が生育

しているということも記載させていただいてございます。 

 次、６ページからでございます。ここで、陸前高田の津波被害と復興

の歴史というのをまとめてございます。まず、６ページは先史時代とい

うことで、縄文土器も含めて、中心に出土している縄文遺跡がこの高台

にあるわけでございまして、縄文時代から多くの人々が暮らしていたこ

と、また丘陵に集落が形成されていたということがこれから分かるとい

うことでございます。 

 また、気仙郡という存在は平安時代の初期から確認されておりまして、

地名が出てくるのも「日本後紀」の弘仁元年の810年と言われております。

この高田松原のある高田地区は、奥州街道の脇街道である三陸の浜街道

という下の図で言うと赤い街道、また今泉街道が紫の街道ですが、これ

が交わるところでございまして、また高田街道、遠野に結ぶ高田街道と

も結ぶ交通の要衝であったということでございます。ですから、ここは



 

- 15 - 

宿場町が街道筋に形成されたということが考えられておりまして、当時

は周辺の金山から産出される金、また海産物での交易が盛んであったと

いうことがうかがわれます。 

 ７ページでございます。江戸時代、ここの高田松原の区域は伊達氏を

藩主とする仙台藩の所領になってございます。仙台藩は、新田開発を進

めるわけでございますが、この地方では高田平野を中心に新田開発が進

められてございます。高田村と今泉村については、江戸初期は風や波を

防ぐ施設がないということでございまして、第１回目でも説明いたしま

したが、高田村の菅野杢之助が仙台藩に命じられて、松の植林を行った

こと、また今泉村の肝いりであった松坂新右衛門がそれを見習って松を

植林して、これが高田松原の原形として形成されたということを期待し

てございます。 

 続きまして、８ページでございます。明治以降でございます。明治以

降、この気仙郡というのはさまざまな経緯を経まして岩手県に編入され

ました。明治29年に明治三陸大津波というものが発生しております。こ

れは、岩手県下において死者２万2,565名ということで、今回の東日本大

震災よりもはるかに大きな被害を出したわけでございますが、この高田

の被害は死者30名、流失家屋１戸と比較的小さなものであったというこ

とでございます。これは、この津波では高田松原が津波に対して防潮林

の効果を発揮したとともに海側には当時は集落はなかったということも

その理由ではないかと考えられます。これでは、一方で高田松原ではア

カマツの枯死が顕在化して、クロマツが枯れなかったということで今後

クロマツを植栽していこうと。また、明治41年にこれを受けて防潮堤が

築造されたということでございます。 

 次、９ページでございます。その後の集落の変遷についてまとめてみ

ました。この９ページの上の地図で分かりますとおり、高田町今泉、こ

れはどちらも山すその街道沿いに集落が存在しておりまして、平地部は

水田でございます。これは江戸時代と大きく変化していないことがうか

がわれます。そして、昭和８年に後の市街地形成の基盤となります大船

渡線の陸前高田駅が高田と気仙の中間に設置されます。９ページのほう
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の地図でございます。真ん中の平野のところに駅が設置されまして、昭

和10年に大船渡線が盛まで全線開通してございます。それとほぼ同じタ

イミングといいますか、駅ができる直前に昭和三陸大津波が発生してお

ります。これも岩手県は大変大きな被害受けまして、岩手県では死者

1,514名、気仙郡では死者470名という大変被害が大きかったわけでござ

いますが、高田では死者３名ということで比較的被害は小さかったとい

うことでございます。 

 山口弥一郎の「津波と村」という本があるわけでございますが、昭和

18年の本でございますが、そこにはこの高田の松林は耕地保護のため防

潮林として設けられ、長く保護されてきたものであるが、この松林のた

めに我らの知れるもののみでも明治29年、昭和８年に再度の津波、高田

町はもちろん付近の耕地の災害をほとんど免れしめたことであると。砂

丘外側には４メートルないし５メートルの波高の津波が迫ったものであ

ったが、この松をいただける砂丘に支えられて、海水は高田平野の半ば

にも達せず、高田町の主要部は２、３メートルの標高にすぎないのに完

全に免れ得たのであると記載がありまして、高田松原が防波堤の役割を

果たしたということが確認されてございます。 

 この津波でまた高田松原が枯死いたしましたが、再び植林されて再生

してきたということでございます。 

 また、昭和15年に、第１回委員会でも説明いたしましたが、文化財の

名勝に指定されているということでございます。 

 続きまして、12ページ以降は市街化の状況でございます。戦後、昭和

30年に３町５村合併で陸前高田市が成立いたしまして、昭和33年に市役

所が竣工いたします。昭和35年から駅前土地区画整理事業ということで

山際の街道筋に位置した集落が大船渡線まで拡大していったということ

でございます。昭和40年代に震災以前のまちの骨格ができてまいりまし

た。また、高田松原公園も昭和33年に開設し、昭和37年に都市計画決定

がなされてございます。そのころ、昭和35年にチリ地震津波というもの

が起きました。これは、岩手県下では死者57名ということで、陸前高田

市では死者７名、行方不明者１名の被害があったわけでございます。こ
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れはご承知のとおり、地震という前触れが全くなく来たものでございま

すが、この場合でも高田松原の７万本もの松が防潮林として機能したと

いうことで被害が軽減されたということでございます。 

 一方で、明治41年に築造された防潮堤が決壊して松原が浸水して２～

３千本が倒木したということでございまして、その後昭和39年に第一線

堤、41年に第二線堤が築造されました。これらは海水浴にも差し支えな

いように第一線堤がまずつくられまして、その後ろに第二線堤を、後背

地を守るということで使われて、そこに松が植林されたということで、

今の高田松原の松の一番外側のところはチリ地震津波後に植林されたと

いうものでございます。その後、高田松原球場が昭和43年に、昭和44年

にはユースホステルが建設されております。 

 14ページは現在の市街地への拡大していった経緯でございます。昭和

40年代から人口が増えてきまして、区画整理事業がさらになされまして、

昭和50年代には高田松原の内陸側、曲松地区まで市街地が拡大してござ

います。また、今回の公園の区域に残されております市営住宅、雇用促

進住宅も建設されました。また、昭和58年に国道45号高田バイパスが開

通され、道の駅となりましたタピック45も平成３年につくられてござい

ます。ロードサイドの店舗も集積していきまして、また高田松原公園も

平成４年に野外活動センター、６年に海と貝のミュージアム、まさに平

成23年の３月には、震災直前でございますが、改修された高田松原第一

球場が竣工しようとしているというところでございました。 

 16ページは、東日本大震災でございます。ここにつきましては、皆さ

んご存じのとおり、観測史上最大のマグニチュード９の地震ということ

でございまして、18,703名の方が亡くなり、2,674人が行方不明という未

曾有の大震災でございました。 

 次のページには、岩手県での被害が書いてございますが、岩手県全域

でも5,086人の方が亡くなり、1,145人の方が行方不明になっていると。

その中で、今まで岩手県の震災の中で高田の地区、陸前高田のところは

それほど大きな被害がなかったのですけれども、今回は中心市街地のほ

ぼ全域や沿岸の集落地の大半を含む1,300ヘクタールの地域が浸水や地震
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による地盤沈下で被害を受け、また津波が気仙川を８キロも遡上したと

いうことでございます。第一線堤、第二線堤、また高田松原も原形を一

部残すのみで壊滅的な被害を受けたということで、現在陸前高田市では

1,597名の方がお亡くなりになり、216人の方が行方不明になっていると

いうことでございます。 

 18ページは、今の経緯を年表にしたものでございます。 

 19ページから震災以降の国、県、市の動きをまとめてございます。東

日本大震災の復興に当たりまして、国は被災地の住民に未来への明るい

希望と勇気を与えるとともに国民全体が共有でき、豊かで活力ある日本

の再生につながる復興構想をまとめるために東日本大震災復興構想会議

を４月に設置しまして、５月に復興構想７原則というのを決定してござ

います。この原則の１に、失われたおびただしい命への追悼と鎮魂こそ、

私たち生き残った者にとって復興の起点である。この観点から、鎮魂の

森やモニュメントを含め、大震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者

により科学的に分析し、その教訓を次世代に伝承し、国内外に発信する

という原則が掲げられてございます。 

 その後、この７原則を含めました復興への提言が６月になされまして、

これを受ける形で国が東日本大震災復興基本法に基づく復興の基本方針

を７月に定め、復興庁の設置と復興を支援する新たな制度、仕組みが創

設されてきたということでございます。 

 また、岩手県におきましても今回の津波の復興に向けてさまざまな動

きをしているわけでございます。 

 20ページをお願いいたします。まず最初に、岩手県では東日本大震災

津波からの復興に向けた基本方針というのを４月に定めておりまして、

その際に２つの原則を定めてございます。被災者の人間らしい「暮らし」、

「学び」、「仕事」を確保し、一人ひとりの幸福追求権を保障する。また、

犠牲者の故郷への思いを継承する。この２つの原則を定めてございます。 

 また、それを受けまして、平成23年８月に岩手県東日本大震災津波復

興計画の復興基本計画を策定しております。この計画では、「いのちを守

り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造」を目指す姿と
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して、復興に向けた３つの原則として「安全の確保」、「暮らしの再建」、

「なりわいの再生」を掲げております。また、安全で安心な防災都市・

地域づくり、被災者が一日でも早く元の生活に戻ることのできる住環境

の整備や雇用の確保、また水産業の再生などの基本的な考え方や復興へ

の歩みを示してございます。 

 今回の公園に関係しますのがこの中にも入っておりまして、三陸地域

の復旧、復興はもとより長期的な視点に立ちまして、世界に誇る新しい

三陸地域の創造を目指す観点からリーディングプロジェクトとして三陸

創造プロジェクトが掲げられております。その中で、東日本大震災津波

による犠牲になった方々の故郷への思いや、未曾有の大災害から得た教

訓を、経験を確実に次世代に継承し、その教訓を防災文化として将来に

生かすことによって、岩手の防災力向上など災害に強いまちづくりを推

進することを目的とした東日本大震災津波伝承まちづくりプロジェクト

がございまして、この展開の一つとして追悼と鎮魂のための津波慰霊碑

の建立、また防災拠点としての機能を有するメモリアル公園の整備が掲

げてございます。 

 続きまして、陸前高田市についてでございます。陸前高田市も震災復

興計画を12月に策定してございます。これでは、今回の震災の猛威や恐

ろしい経験を踏まえまして、誰もが安全と安心を実感できる多重防災型

のまちづくりを基本的な考え方としまして、下の図に見られます３点を

基本理念に定めまして、命を守るまちづくりを最優先とした復興の姿が

検討されました。このうち高田松原については、「世界に誇れる美しいま

ちの創造」の中で、復興の希望を託す存在として復元が位置づけられて

おります。また、高田松原地域については、背後地は防災メモリアル公

園の設置を促進して松原の再生を目指すということが明記されてござい

ます。 

 続きまして、今の陸前高田市の土地利用計画についてもここにまとめ

てございます。陸前高田市は、この命を守るまちづくりを実現するため

に海岸線には防潮堤や水門の整備、また市街地は津波の浸水を免れるよ

う区画整理事業や防災集団移転促進事業によるかさ上げ、高台移転を行
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って、新しい中心市街地はかさ上げを行った上で、コンパクトなまちを

形成していこうということでございます。また、この高田松原は公園を

再生するとともに犠牲者を追悼、鎮魂する公園として、また防災文化を

醸成して、継承していくためのメモリアル公園ゾーンとして整備を進め

るということを位置づけてございます。 

 この多重防御型による安全なまちづくりの図が下にございまして、ま

た昨年11月28日現在の土地利用計画案を追記しているということでござ

います。 

 24ページは、現在の高田松原の公園区域の状況でございます。公園区

域のその周辺では、防潮堤、川原川、国道45号、今泉地区や高田地区の

区画整理事業、水門の整備等、さまざまな復旧・復興事業が同時並行に

まさに進められているということでございます。また、公園の区域は今

泉地区の区画整理事業に伴い発生する土が運ばれて、残土置き場として

活用されているということでございます。 

 次に、25ページからでございます。これは、26ページの図を見ながら

お話を聞いていただければと思います。これは震災前後のこの公園区域

でございますが、26ページの上の地図にありますようにもともとの公園

と、もともと公園でなかった市街地部分に２つに分かれます。旧曲松地

区と称してございますが、国道45号から北の市街地、また旧気仙中学校

校舎中学校の市街地部分とあと高田松原公園、この公園も高田松原のあ

ったエリア、下の緑色のエリア、また古川沼のあった青いエリア、また

野外活動センター、道の駅があった黄緑のエリア、また野球場、ミュー

ジアムがあった緑のエリアのような形で分けられるかと思います。これ

が震災直後、その真ん中の図でございますが、津波と土の沈下によって

古川沼が海と一体化したという状況でございます。先月の図が一番下に

ございますが、市街地については防災集団移転等が計画されておりまし

て、今この形跡を残すのみとなってございます。旧道の駅や野外活動セ

ンター周辺については、作業ヤードとして活用されておりまして、また

旧高田松原の区域は防潮堤、また樹林帯の災害復旧事業で海岸防災林が

造成されているということでございます。 
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 続きまして、公園区域の震災遺構の状況でございます。公園区域の震

災遺構を６つにまとめております。番号順にいきますと①が奇跡の一本

松でございます。これは７万本の松から唯一生き残った松でございまし

て、枯死した後、市が奇跡の一本松保存プロジェクトを立ち上げて保存

整備されたものでございます。 

②がそこの海側にございます陸前高田ユースホステルでございます。

これは平成23年１月から休業していたため、人の被害はなかったという

ことでございますが、これが緩衝材となって一本松が残ったと言われて

ございます。 

③がタピック45の建物でございます。道の駅に平成５年登録されたも

のでございます。これは津波来襲時の避難を想定しまして、屋外の階段

が設置されておりまして、この震災時にもT.P.13.7メートルまで浸水し

ましたが、天端までいかなかったため、ここで助かった方もいました。

また、この周辺では、作業ヤードではございますが、今も物産館の跡や

折れ曲がった照明柱など津波の威力を残す遺物が面的に残ってございま

す。 

④が気仙中学校校舎でございます。昭和54年に竣工した鉄筋コンクリ

ート３階建ての構造物です。これは津波も屋上まで達しましたが、生徒

がみんな避難しまして犠牲者が出なかったということでございます。 

⑤が下宿定住促進住宅１号棟でございます。昭和53年に竣工した鉄筋

コンクリート５階建ての建物で、５階の一部まで浸水したということが

分かる絵になってございます。そのほか市街地の跡、住宅の基礎跡、ま

た大船渡線の鉄道敷跡なども部分的に残存しているということでござい

ます。 

30ページがこれまでのまとめでございます。繰り返しになりますので、

余り詳しくは説明しませんが、右のほうに図も用意してございます。こ

の公園の構造といいますのは、右のほうの図も下が模式図でありますが、

外側に横手山、雷神山、氷上山、箱根山、これは北上山地の支脈、また

そこを流れる気仙川、また広田湾の海が外側に広がっておりまして、こ

れはまさに三陸リアス式海岸の自然美を形成するものとなってございま
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す。 

その内側に先ほど説明いたしました今泉地区の区画整理事業、また高

田地区の区画整理事業、また防潮堤、水門、こういった東日本大震災か

らの復興の風景が広がっているということです。その中にこの公園の区

域というものが定められておりまして、公園の区域には気仙中学校校舎、

タピック45、下宿定住促進住宅といった震災遺構、このほかに奇跡の一

本松というものがあるということでございまして、まさにこの公園は周

囲を東日本大震災からの復興の情景に囲まれ、またさらにその周りには

変わらない三陸リアス式海岸の自然美の中にある公園であるということ

が言えるのではないかと思っております。 

これらを受けまして、基本理念を定めてございます。この基本理念に

当たりましては、本日欠席されております涌井委員からご意見、ご助言

をいただきまして作成したものでございます。涌井委員からは、その際

に、特に今回の委員会で言っていただきたいというお話も伺っておりま

すが、やはり国が対応する事業である以上、個々のまちの復興に個々に

対応していくという考え方ではなくて、ある種の超然さが計画に必要で

はないかという認識が出発点という話を伺っております。こういう中で、

涌井委員から意見をいただきまして、つくったものが基本理念でござい

ます。 

三陸地方における歴史は、自然災害、とりわけ繰り返し襲来する大津

波との闘いの歴史であった。このような歴史の中で、人々は自然災害に

対して常に正対し、自然を読み取りつつ適度に自然と関わることによっ

て減災の技を生み、災害を克服する精神、すなわち「克災」の精神を育

んできた。 

この精神は、単に三陸地方のみならず、世界でも稀なる多様な景観美

の中で厳しい自然災害への対応を迫られてきた我が国において、日本人

の心にしっかりと投影されている。 

そこで、東日本大震災により三陸地方で特に甚大な被害を受けたこの

陸前高田において、自然災害を克服し、未来に向かって前進する力強い

復興の槌音とその姿を動的に視野に収め、かつその人々の前に向かう姿
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を包容する三陸の自然美あふれる景観とを一体化させ、自然と人々との

関わりの新たな姿をこの公園で具現化し、改めて自然との共生を宿命と

する我が国のありようを明確に示すものである。そして、その未来に正

対する人々の力強い姿は、まさに今回の震災による多くの犠牲者への追

悼・鎮魂につながるものである。 

このような認識のもと、当公園の基本理念を以下のように定める。 

三陸の自然美の中で、震災から力強く復興する姿と、自然と共生した

「克災」の精神を未来に伝えていく。 

以上でございます。 

続きまして、基本方針について説明させていただきます。基本方針は

７点挙げてございます。これは昨年の県の構想会議の提言を踏まえたも

のとなってございます。 

まず、１）失われた全ての「いのち」の追悼・鎮魂。 

東日本大震災により陸前高田市は、岩手県で最も多くの方が亡くなり、

行方不明となっている。また数百年に渡りまちを守り、市民の心のより

どころとなってきた高田松原も消失した。 

当公園は、来園者が、震災の犠牲になった全ての「いのち」に思いを

寄せ、静かに祈りをささげることできる場とする。 

２）復興の象徴としての強い意志の発信。 

当公園及びその周辺では、「いのちを守るまちづくり」を目指して、高

台造成の土地区画整理事業や防潮堤の建設、三陸沿岸道路整備、松原の

再生等、様々な復興事業が力強く進行している。また、津波を耐え抜い

た「奇跡の一本松」は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。 

このため、当公園は、東日本大震災からの復興のひとつの中心として、

克災の精神のもと、この地で生き未来へ向かう復興への強い意志を広く

国内外に発信する。 

３）東日本大震災の被災の実情と教訓の伝承。 

東日本大震災は甚大な被害をもたらした一方、人々は防災教育や避難

訓練で培われた教えを忠実に実践して自らの命を守り、また被災直後か



 

- 24 - 

ら、様々な機関や人々が持てる力を駆使して懸命な救援・復旧活動を行

い、この未曾有の災害に立ち向かっていった。 

当公園は、東日本大震災の実情と貴重な教訓及びまちの歴史の記憶を

風化させず、後世に伝承していく。あわせて、三陸沿岸地域の被災地と

連携して、津波防災教育の機能を果たし、津波防災文化の醸成を図る。 

４）市街地や来園者の安全性を確保するための防災機能の充実。 

当公園は、多重防災型まちづくりの最前線となり、市街地を津波から

守る役割を担っている。このため、防潮堤や海岸防災林等のハード面、

及び災害時の適切な情報提供等のソフト面を適切に組合わせ、「いのちを

守るまちづくり」に必要な津波防災機能を確保する。 

加えて、多くの来園者の安全を確保する必要があることから、避難場

所となる丘や周辺の高台までの避難路を適切に整備する。 

５）郷土の自然の再生と歴史・文化の継承。 

当公園には、広田湾や背後の山々がもたらす資源を背景にして、三陸

地方を代表する豊かな生態系が保持されるシステムがあった。白砂青松

の高田松原や岩手県内最大の湖沼で汽水湖であった古川沼を中心とした

豊かな自然環境は、人々にとって自然とふれあえるかけがえのないもの

であり、生活と文化を育んできたエコシステムであった。また、周辺の

山々や広田湾に囲まれた名勝としての高田松原は、幾たびの津波から人

々の手によって再生され、多くの人々に愛されてきた。 

このため、今後自然と共生しながらこの地で生きていく市民の心のよ

りどころとして、三陸地方を代表する郷土の自然を再生し、歴史・文化

を継承する。 

６）中心市街地の再生と連携したまちの賑わいの創出。 

高田松原は、白砂青松の風光明媚な景勝地であると共に、東北地方有

数の来訪者数を誇る海水浴場であり、また道の駅「高田松原」にも多く

の人が訪れていたが、東日本大震災で大きな被害を受けた。しかしなが

ら、「奇跡の一本松」には、現在、全国から多くの人が訪れており、当公

園の整備後も引き続き、三陸沿岸道路の整備と相まって多くの来園者が

見込まれる。 
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このため、当公園が観光や津波防災教育の拠点となり、新しく形成さ

れる市街地と連携してまちの賑わいの創出に寄与する。 

７）多様な主体の参加・協働と交流。 

震災以前の高田松原では、散歩や釣り、海水浴やスポーツ、松の維持

など幅広い年齢層が集まる憩いの場であった。一方、震災後、高台の仮

設住宅や他市町村への移転に伴い、地域コミュニティの衰退が懸念され

ている。 

このため、当公園では、行政、市民、ＮＰＯ、企業等の様々な主体が

参加し、協働しながら、公園をつくり、育てていくことで、人と人との

つながりを取り戻していく。 

36ページから空間構成の考え方について整理してございます。 

（１）番は、空間構成に求められる機能ということで、基本理念、基

本方針を踏まえまして、７つの機能を以下のとおり整理してございます。

先ほどの方針とかぶりますので、タイトルだけ申し上げますが、追悼・

鎮魂機能、復興の象徴機能、教訓の伝承機能、防災機能、自然再生・歴

史文化継承機能、賑わい創出機能、参加・交流機能といったものが必要

ではないかと考えてございます。 

それを受けて、ゾーニングの考え方を37ページから整理しております。

ここに書いてあります旧野外活動センター・道の駅周辺という場所は、

先ほどの26ページの分け方を参考に入れているものでございます。旧野

外活動センター・道の駅周辺は、震災前に道の駅が存在するなど多くの

人が訪れた場所であり、震災後、復興事業のための施工ヤードや残土置

き場として使用され、今泉地区の区画整理事業の工事が本格化するとベ

ルトコンベアにより大量の土が運ばれ、残土仮置き場としても活用され

る予定であるように、周辺ではさまざまな復興事業も展開されており、

高田地区や今泉地区の高台移転やかさ上げなどの事業の進捗を見渡せる

まさに復旧・復興事業の中心に位置しているものでございます。 

また、「タピック45」も施設の階段に避難して助かった場所でもあり、

津波の潮位も今に伝えてございます。また、奇跡の一本松もありまして、

全国から多くの人が訪れているというところでございまして、ここは奇
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跡の一本松が復興のシンボルとして存在するのみならず、周辺のさまざ

まな復興事業とあわせ、復興への強い意思を発信し、またタピック45周

辺で津波の記憶を伝承することができる中心的な機能を総合的に担う場

所とするとしてございます。 

また、旧高田松原については、防潮堤の整備とあわせ、海側に防潮林

としての松原の復旧が行われる場所でございます。ここの空間は陸前高

田市の多重防災型まちづくりの最前線として津波を防ぐとともに、これ

まで幾たびの津波で流されつつも再生してきた高田松原を引き続き市民

と共にここで再生することにより、郷土の歴史の継承を行う場所として

ございます。 

３）古川沼の水辺空間でございます。ここは、震災以前は、市民と行

政が一体となった水質改善の取り組みによって、三陸沿岸地域を代表す

る豊かな生態系が回復しつつあり、また市民にとって自然と触れ合える

かけがえのない水辺であったが、津波により海と一体化した水面が広が

ったと。 

この空間は、古川沼を再生し、隣接する旧野球場周辺とともに、かつ

ての汽水湖としての水辺のエコシステムを復元していく場所とします。 

４）旧曲松地区市街地周辺でございます。これは、国道45号の北側の

ところでございます。ここは、津波で壊滅した被害を受けた旧市街地の

形跡が残っており、下宿定住促進住宅１号棟も残されております。また、

今後区画整理によりかさ上げされる新たな中心市街地とも隣接してござ

います。下宿定住促進住宅１号棟で津波の高さや威力を、また旧市街地

の形跡で津波とまちの歴史をそれぞれ実感すると共に、再び人々が交流

し、中心市街地の再生と連携したまちの賑わいの創出に寄与する場所と

します。 

５）旧気仙中学校校舎周辺でございます。ここは、校舎内にいた全て

の生徒が訓練どおりに避難し、犠牲者が出なかった気仙中学校校舎が含

まれているエリアでございます。したがって、震災の実情のみならず、

高台への避難の重要性を伝承する津波防災教育を担う場所といたします。 

これらのことから、公園区域を５つのゾーンに区分することといたし
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まして、40ページにございますが、旧野外活動センター・道の駅周辺を

「復興シンボルゾーン」、旧高田松原を「高田松原再生ゾーン」、古川沼

の水辺空間を「水辺再生ゾーン」、旧曲松地区市街地周辺を「伝承／賑わ

い再生ゾーン」、旧気仙中学校校舎周辺を「伝承ゾーン」といたしました。 

図が40ページに記してございます。 

41ページから各ゾーンのあり方でございます。まず、復興シンボルゾ

ーンでございます。ここは当公園の中心的な機能を総合的に担う場所と

して犠牲者への追悼、鎮魂、復興への強い意思の発信、震災の実情と教

訓の伝承等を行うゾーンとします。そのため、「奇跡の一本松」周辺をシ

ンボル空間すると共に、来園者が「奇跡の一本松」に至る動線の中で、

その象徴性を実感できる空間構成とする。あわせて式典を行うことがで

きる空間を整備する。 

また、周辺のさまざまな復旧・復興の現場を360°見渡すことのできる

「復興の丘」を高台移転に伴う残土を活用して整備する。 

さらに、「タピック45」及びその周辺に残る震災遺物を活用し、東日本

大震災の被災の実情を伝え、教訓を学ぶことのできる空間として整備す

る。 

あわせて、道の駅の機能の復旧とあわせ、これを一体的に機能する総

合的な利用拠点を形成し、中心市街地と連携したまちの賑わいの創出に

寄与するとしてございます。 

続きまして、42ページの高田松原再生ゾーンでございます。「いのちを

守るまちづくり」の最前線として、防潮堤の整備とあわせ、海側に津波

減衰効果のある防潮林としての松原を再生する。併せて、陸側には背面

盛土を行い、さらに津波減衰や景観保全に配慮した植栽をすることで、

新たな高田松原の景観を市民と共に時間をかけて創出していく。 

３）水辺再生ゾーン。高田松原再生ゾーンと相まって、汽水湖のエコ

システムとして多様な動植物が生息・生育し、また再び市民が自然と触

れ合えることのできる憩いの空間として整備する。 

４）伝承／賑わい再生ゾーン。「下宿定住促進住宅一号棟」周辺及び旧

市街地の形跡が残る空間を保存し、津波の威力やまちの記憶を伝承する
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空間として整備する。 

また、中心市街地と連携したまちの賑わいの創出のため、多くの人々

が交流し、東日本大震災からの復興を支援する多様なイベントや各種ス

ポーツ等が可能な広場等を整備する。 

５）伝承ゾーン。復興シンボルゾーンとのアクセスに留意し、「気仙中

学校校舎」を活用した、被災の実情と高台への避難の重要性を伝承する

防災教育拠点として整備する。 

以上が基本構想（案）でございます。 

続きまして、今後のスケジュールもあわせて説明させていただきます。 

資料５のほうを見ていただければと思います。 

第２回有識者委員会は12月２日、また市民シンポジウムが12月23日に

行われました。今日が第３回委員会でございます。 

パブリックコメントでございますが、本日の委員会のご議論を踏まえ

まして、必要な修正を加え、２月ごろ行う予定でございます。それを受

けまして、第４回有識者委員会を３月10日に行いたいと思っておりまし

て、そのパブリックコメントの結果対応について、また基本構想を取り

まとめていく、また来年度に向けた今後の検討課題についてまとめたい

と思ってございます。今年度末をめどに基本構想として公表したいと考

えており、来年度は基本計画を検討していくというスケジュールでござ

います。なお、パブリックコメントにつきましては、この構想そのまま

だと大変文量が多いものですから、特に前段は参考資料的な要素も入り

ますことから、特に基本理念の後段についてまとめたようなパブリック

コメント用の資料を使って行う予定でございます。 

以上でございます。 

【内藤委員長代理】 

ありがとうございました。 

中井先生のコメントのようなものは、これについてありますでしょう

か。 

【東北地方整備局都市調整官】 

２日前に中井先生のところに事前にレクをさせていただきました。そ
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れで、この基本構想につきまして、特にその中で理念の部分についてご

意見いただきました。 

この涌井先生の示していただいた考え方も大変よく分かる。基本的な

方向については全く異存はないということでございます。ただ、この言

葉の中の「克災」という言葉が、カギ括弧をつけてございますが、余り

なじんだ用語ではないので、この言葉遣いについては議論が必要ではな

いかというお話をいただきました。 

以上でございます。 

【内藤委員長代理】 

 それでは、この基本構想は本委員会のメンバーの名前で出ていくとい

うことになりますので、ご意見をいただければというふうに思います。

どこからでも結構ですので、今から30分以上時間がありますので、ご自

由にご発言いただければというふうに思います。 

 池邊先生。 

【池邊委員】 

最初に質問させていただきます。今回の基本構想をつくられたところ

で、「克災」以外の部分でこの委員会を開催しなければ書けなかった部分

というのはどこにあるのでしょうか、答えていただきたいです。 

事務局は今きちっとまとめていただきました。陸前高田の歴史もまと

めていただきました。しかし、これは被災直後に……、内藤先生が笑っ

ていらっしゃいますが、全て分かっていたことで、ここが後ろに全く反

映されているようには思えないのです。後ろのほうは、今、中井先生が

おっしゃられたように、私どもこれ１年前の３月に、皆さんとご一緒に

提言をつくりました。これからどこが変わったのでしょうか、ゾーニン

グがつくられたということでは余りに公園緑地の専門家として甚だ悲し

いとしか言いようがありませんし、これをもって空間構成というのであ

れば、これは機能でしかありません。 

あともう一つ言わせていただきますと、先ほど中井先生から「克災」

の「克」ということについてどうかというお話ありました。私、先ほど

ここでネットで調べさせていただいていて大変失礼をしたのですけれど
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も、「克」という言葉、日本語の中にも、広辞苑とかにももともとない言

葉で、甲冑や何かの上の語源にある言葉です。 

震災以降、涌井先生とか、武内先生とか、建築の先生方も「レジリエ

ンス」という言葉をずっと皆さんお使いになってきました。「レジリエン

ス」という言葉はしなやかさ、しなやかな強さを言うものです。それに

比べて「克災」の「克」という言葉は、しなやかさを言うものではあり

ません。英語で何と訳すかお伺いしたいです。それを含めますと後ろで

ここの自然と共生した「克災」というのは一体どうお考えなのか。 

ちょっと言葉が悪いですけれども、涌井先生はお言葉をつくるのがと

ても上手で、今、国土交通省さんが「克災」という言葉で減災に対する

戦略を進められているのもよく存じ上げています。でも、ここであえて

「克災」という言葉を、本当にこの陸前高田というすばらしい広田湾と

いうところに「克」という言葉を、しかも住民はしなやかに、とてもし

なやかに今までの1,300年を過ごしてきたからこそ今の豊かな陸前高田が

あると思っています。太平洋ベルト地帯のような闘い方をしてきていま

せん。それに対して、あまりにも失礼な言葉ではないかというふうに思

いますので、ちょっと「克災」という言葉を使うのはもう少し、言葉が

ひとり歩きするのは楽しいかもしれませんけれども、ちょっと考えてい

ただきたいなと思います。 

あとは先ほどお話ししましたように、この中でことし１年間、私だけ

でなく、涌井先生、中井先生、今日委員長をしていらっしゃる内藤先生、

また陸前高田の地元の方々、その方々の委員の方々の意見を使ってつく

られた部分はどこですか、説明してください。 

以上です。 

【内藤委員長代理】 

 なかなか厳しいご意見ですが、事務局に答えを求めていらっしゃるの

で、そちらから。 

【池邊委員】 

 まずは「克災」の英語からでも結構ですし、お使いになるかどうかに

ついてもお答えいただきたい。舟引さんが国土交通省としてお答えいた
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だいても結構です。「レジリエンス」と「克災」との関係もぜひお願いし

ます。 

 私とても悲しいです。怒っているわけではないです。とても悲しいで

す。正直言って１年間、２年間何してきたのかと思うぐらい本当に悲し

いです。しかも、委員会は、こんなものを内藤先生の前にあれしてもう

本当に恥ずかしいとしか言いようがありません。どうにかしてください、

答えてください。 

 これで陸前高田あと50年、前回市長様がこれで復興を今皆さんと闘っ

ていくとおっしゃいました。20年、30年、この公園は陸前高田にとって

何なのですか。公園のゾーニングしかありませんよね。このまちにとっ

てこの公園がどういうふうに働きかけて、まちを復興していったりする

のに寄与するのですか。しかも、岩手県の代表的な公園としてです。別

に陸前高田市立公園ではありません。その辺をどうお考えなのか、あと

このポンチ絵とかも含めて、これでよろしいと思っていらっしゃるとこ

ろが全部、とても非常に……、涌井先生と中井先生はこれでよろしいと

おっしゃっていて、パブリックコメントに向かうとすれば、私は非常に

遺憾の意を唱えたいと思います。 

【内藤委員長代理】 

 その情報の発信の仕方は今日の委員会を受けてということですので、

まずは池邊先生の質問に答えられる範囲で結構ですから答えてください。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 事務局といたしましては、去年のそれこそ中井先生、池邊先生も入り

ました、内藤先生も入りました委員会の提言を踏まえて、また先ほどの

シンポジウムの話もございましたが、それ以前のヒアリングや現地調査

も行った上で、今回陸前高田市の津波と闘ってきた、特に高田松原最前

線として津波と闘ってきた歴史性と、あとこれから陸前高田市が復興計

画でまさに高台移転のまちづくりをこれから進めようとしていく風景の

中の中心としてこの公園が果たすべき意味や機能というのをまとめてい

こうということで、そういう方針でつくったものでございます。 

 この理念についてでございますが、すみません、「克災」の英訳という
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のは今すぐには出てまいりませんが、考え方として、一つは陸前高田市

のこれまでの歴史と、あと三陸というところが津波とともにあらなくて

はいけなかったというところの歴史性を踏まえたものとして、「克災」と

いう言葉を使わせていただいたというものでございます。 

ただ、先ほど池邊先生…… 

【内藤委員長代理】 

 「克災」については、ちょっと難しいので、これまた中井先生の意見

をうかがって、我々が使うべきかどうかということも含めて検討しまし

ょう。今日ここに深入りするとなかなか難しい問題でもあるので。 

 まだ資料説明の途中なので、まずはご説明全体を受けてから時間があ

れば再度ご意見をうかがいましょう。 

 では、それ以外のことで何かありますか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 それで、あとゾーニングというものも必要ではないかということでま

とめたものでございますが、去年の岩手県の委員会の検討でも最終的に

はゾーニングというのは議論できなかったというところもありまして、

来年度以降の計画に結びつけるものとして、ここの土地にある資源とか、

そういったものを踏まえた形でしたものでございます。 

しかしながら、先ほど池邊先生が言うように、その図面について不十

分なものがあるのではないかというお話は、我々も努力はしてございま

すが、よりよいものがつくれるのではないかというところは若干感じて

いるところではございます。 

【内藤委員長代理】 

 なかなかこの場ですっきり答えがいかないところもありますが、私も

意見がありますが、それはちょっと後にして、牛山先生、何かご発言さ

れたいということですが、どうぞ。 

【牛山委員】 

 ええ、「克災」の話が出たので、まず「克災」だけなのですけれども、

私も池邊委員とかなり同様にこの言葉が基本理念に出てくることに非常

に強い違和感を感じます。 
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 「克災」という言葉が今使われているということは間違いないのです

けれども、この言葉は明らかに東日本大震災以降に新たに使われるよう

になってきた、一部の人が新たに提唱して使うようになってきた概念も

はっきりしていない一つの言葉でございまして、国土交通省が現在及び

今後の施策上のスローガンとしてこういう言葉をお使いになるのは、こ

れは私は全くおかしなことではないと思うのですけれども、何が違和感

があるというと、ここの基本理念のところに、三陸地方における歴史は

津波等との闘いの歴史であったと。この歴史の中で、人々は自然災害に

対して、常に正対し、自然を読み取りつつ適度に自然と関わることによ

って減災の技を生み、災害を克服する精神、すなわち「克災」の精神を

育んできたとあるのですけれども、何を根拠にこんなことを言うのかと

言います。 

何を根拠に、「克災」という概念もはっきりしないものの「克災」の精

神なるものの定義は何ですか、そもそも。「克災」の精神なるものが三陸

地方で育まれてきたというのは、一体誰がそういう調査、研究をして、

根拠を出しているのですか。三陸地方の歴史に対する冒涜です。 

何でこんなところで「克災」という言葉を使われなければならないの

か、私にはさっぱり分かりません。百歩譲るのだったら、その「克災」

の部分の言葉を抜けば、従来普通の名詞で構成されている理念の部分は

おかしくはないと思いますよ、三陸地方で津波との闘いの歴史があった

と。「闘い」というのも、僕は余り好きではありませんけれども、津波と

のつき合いの歴史があったと。その中で、人々は、まさに池邊先生おっ

しゃったようにしなやかな形で自然とかかわってきたと、そこのところ

は全然おかしいとは思わないのですけれども、そこに何で「克災」の精

神というものが出てくるのか。こういう何の根拠もない言葉を理念とし

て出してくるのは大変おかしいと思います。 

池邊先生おっしゃったように、「克災」というのは、例えば英語で説明

すれば何て言うのですか、誰もできないはずです。だって、テクニカル

タームではないのだし、「克災」とは何かという論文があるなら示してく

ださい。その上で言ってください、三陸地方で「克災」という精神が育
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まれてきたという事実を示せる資料があるのだったら示してから言って

ください。 

だから、これさっきの話とも関連するのですけれども、ここの現場と

非常に乖離した概念がいろいろ入ってくる。もちろんさっき言った国家

的事業でもあるわけですから、広い視野での考え方をしなければいけな

い、それは間違いないのですけれども、余りにも現在の事情の押しつけ

になっているのではないかという感じがしてなりません。すみません。 

【内藤委員長代理】 

 今日はこんなに荒れる委員会だとは思っていませんでした。 

【池邊委員】 

 大変失礼いたしました。 

【内藤委員長代理】 

 でも、言われていることは受けとめなければいけないと思います。特

に委員会としては、この基本理念というのは我々の姿勢であり、考え方

なので、この32ページに関しては皆さん納得いくところまで詰める必要

があるでしょう。今日の結論というのは無理かもしれませんが、修正内

容をお回しして、了解を得る中でパブリックコメントに移っていかない

といけないところかなというふうに思います。特に32ページに関しては、

私も中井先生と一度ゆっくり見させていただきますけれども、この辺の

修正は可能ですよね。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 可能です。 

【内藤委員長代理】 

 それで、検討された結果を委員の先生方に、これでよろしいですか、

と確認していただいて、このページだけはきっちりと作り上げていく内

容かと思います。戸羽市長も加わっていますので、戸羽市長の側からも

直していただいて、本多委員からも直していただいて、という中で公に

出ていくページかなというふうに思います。 

 それでは、どうしましょう、ほかにたくさんの委員の先生方からも意

見をいただきたいので。もっと優しい意見でもいいですし、もっと厳し
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い意見でも結構ですし、いかがでしょうか。まだ時間ありますので、そ

れぞれご意見いただけたら。 

 では、舟引委員お願いします。 

【舟引行政委員】 

 ご指摘をいろいろといただいて、正直言いまして、私も提案側の委員

というか、行政委員でございますので、若干の言い訳と、これからの進

め方について。 

 １つは、市民シンポジウムだとか、いろいろとフィードバックを幾つ

かやりながらやっている中で、若干事務局の中でもコンセプト含めて混

乱して、ここにうまくお示しできなかったのではないかというのは若干

私も反省をしておりますし、一方で本来コンセプトの概念の前にやるゾ

ーニング、実は前回ぐらいに一度ご提示した上で意見をいただいて、最

終基本構想の案に行かなければいけなかった、前回の委員会でもちょっ

とまだ詰めが足りないようだということを私ども申し上げた次第でござ

います。 

結論を急ぐつもりはまるでありませんので、きちんと地元の意見も含

めて、またこの委員会での意見も含めて取り入れた形で、皆様にご納得

いただける形で基本理念をつくっていかないと、これは長きにわたって

実質このコンセプトをもとにして積み上げていくものですから、そこは

必ずしも今回で全て結論を出すとか、そういうことでもないし、時間的

に直ちにパブコメをすぐこれで強行するという性格のものではないとい

う理解でいいですよね。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 はい。 

【舟引行政委員】 

 ということで、済みませんが、若干たたき台としては不十分なものも

あるかもしれませんけれども、ぜひこの場できちんとご意見をいただけ

ればと思います。 

【内藤委員長代理】 

 今日言うべきことは言っていただいて、できるだけそれを組み込んで
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ということになりそうなので、ほかにもご意見賜ればと思いますが、い

かがでしょう。 

 広田委員、いかがですか。 

【広田委員】 

 私は初めてこの委員会に出席させていただくことになりまして、ちょ

っと見当違いの意見というか、質問になるかもしれないのですが、今日

示されたこの基本方針なのですけれども、昨年度の提言がございました

よね。私は非常によくできているなというふうに感心して読ませていた

だいたのですけれども、ある意味ここの提言でまとめられているあり方、

役割とか、機能、効果とかというのが非常によくできていて、今回の基

本方針は、これを前提とした上でのその先のことなのか、それともこの

提言に込められたあり方を要約したようなものなのか、ちょっとそこら

辺はどうなのかというのを、素朴な質問なのですけれども。何か昨年度

のこのまとめがよくまとまっているから、これをそのままというとちょ

っと失礼かもしれませんけれども、うまく生かした形でその先を進めた

らいいのかなという印象を受けましたもので、ちょっと確認も含めた質

問なのですけれども。今さらで済みませんが。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 昨年度の会議の提言ですけれども、本当にこの公園のあり方としては、

確かに広田先生おっしゃいますように相当ここにおられる先生方が思い

を込めて書いていただいたものとなっておりまして、理念的なところは

すごくできているなと思っております。 

今回最初にお示ししたとおり、陸前高田と高田松原と津波と今の復興

の状況というのをレビューしながら、その考え方を急ぎかぶせてみたと

いうような作業の仕方をしておりまして、その中で涌井先生からも意見

をもらいながら「克災」という言葉を使ったわけなのですけれども、状

況としてはベーススタディを受けて、去年の提言の内容を具体的な場所

に深めていくというような作業と認識しておりました。しかしながら、

ちょっとその辺の作業が不十分ではないかという意見もありましたし、

時間的なところもあって、そこが追いついていないところも確かにあろ
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うかと思います。 

【広田委員】 

 そうしますと、今日の資料の中では、（２）のゾーニングの考え方以降

が今年度の成果というか、そういうような理解でよろしいですか。そう

でもないのですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 今年度の成果といいますか、やはり理念からそこまで至るところがこ

の公園として必要ですので。 

【内藤委員長代理】 

 パブリックコメントをやるとして、そのゾーニングが一番大事なポイ

ントなのですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 いや、違います。理念や方針だと思っております。 

【内藤委員長代理】 

 理念ですか。ということは、ゾーニングに関しては行政的な手続もい

ろいろあるので、大体ここに書いてあるぐらいの話でまとめて、理念の

あたりがパブリックコメントのメインディッシュになるわけですか。分

かりました。 

 ということだそうです。だから、やはりこのページがとても大事だと

いうことですね。 

【広田委員】 

 33、34も重要だということですね、基本方針。 

【内藤委員長代理】 

 はい。 

 どうぞ。 

【池邊委員】 

 今広田先生がおっしゃられたように、この提言書は今日中井先生がい

らっしゃらないので代弁させていただきますと、内藤先生はよくご存じ

ですけれども、一言一言、中井先生にはとても推敲していただいて、例

えば提言書の６ページには、背後にある懐の深い山という、「懐の深い」
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とか入っているのですけれども、34ページではもう「背後の山々がもた

らす資源」とかなってしまっていて、これはブラッシュアップではなく

てブラッシュダウンだと私は思うので、ここにある皆さん方の思いとい

うのをやはりきちんと受けとめて、どういうふうにここから構想を練っ

ていくのかという哲学を生み出していただかないと、これを市民の方向

けに分かりやすくしたのだというのはとても分かるのですけれども、パ

ブリックコメントのためにこれを分かりやすくしたというのは分かるの

ですが、ただ一番大事な、去年１年間議論して中井会長、内藤先生、皆

様方が非常に一言一言こだわった内容が飛んでしまっていて、ほとんど

入っていないような感じがありますので、ぜひとも広田先生のようなご

同意をしていただけるのであれば、なるべくそのまま戻すような形でお

願いしたいと思います。 

【内藤委員長代理】 

 このあたりに関しては結構大変かもしれないけれども、事務局側には

頑張ってくださいとしか言いようがないですね。 

 本多先生いかがですか。 

【本多委員】 

 非常に難しいわけですけれども、私の立場としましては委員であると

同時に、陸前高田の市民なわけで、たびたび市民との対話の中で言われ

ることは、よく分かる内容にしてほしいということが共通した意見なの

です。難しいことではなく、市民によく分かる、ここで言えば県民にも

よく分かるというか、そういうものであってほしいということはよく言

われます。したがって、今さまざまな言葉をめぐっての意見があります

けれども、こういうことにつきましては、やはりよほど吟味しないと、

私が市民に話をするときになかなか難しいと、そういう感想を持ちまし

た。 

【内藤委員長代理】 

 ありがとうございます。さて、これをどういうふうにまとめていくの

かというのがまだ見当はついてないのですが、市長はいかがですか。 

【戸羽行政委員】 
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 我々も今日はちょっと担当課からレクをここに来る前に受けたのです

が、やっぱり「克災」という言葉はちょっと初めて聞くに近いような言

葉で、字を見れば災害、災いを克服していきましょうという、それは分

かるのですけれども、ただ基本は鎮魂とか、そういう重たい部分がメイ

ンなので、先ほどの言葉遊び的なお話がありましたが、余りそういうの

ではなくて、スタンダードなもののほうが私は、特にこういうところに

書く基本的な理念ですから、そういうもののほうがいいと思うのです。

どこかに出てくるのであれば、まだそれはいいと思うのですが、本当に

メインの、いわゆるタイトル的なところ、本体の本丸のところにみんな

がピンとこなかったり、「えっ、こんな言葉あったんだ」とひっかかって

しまうようなのはどうなのかなという。そういうニュアンスの話はちょ

っと今日のレクで、「えっ、『克災』」と、「ああ、そんな字あるんだ」み

たいなとこから始まったので、そこがちょっと違和感というか、少しあ

れっというところはあったかなというふうに思います。 

 あと本題とずれて入ってしまうのかもしれませんけれども、ゾーニン

グの考え方なんかも、１）の旧野外活動センター・道の駅周辺という中

を見ると、現状が書いてありますよね。例えばベルコンがあって、残土

置き場に使われていて、いろいろタピックがこうなって、ああなったと。

だけれども、これは公園ですから、現状を言うのか、やっぱり完成した、

あるいはまちが復興した後の話を言うのかというところがごっちゃにな

ってしまっているので、ちょっとそこら辺は整理しないとよくないので

はないかなと。あしたにできる公園であればいいのですが、これは多分

まちの復興のほうが早いというか、せめて同時並行が限界でしょうから、

ちょっとそこら辺をごちゃごちゃにしてしまうと分かりづらいかなと思

います。 

【内藤委員長代理】 

 後段で言われた点は直したほうがいいかもしれませんね。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 そうですね、現状認識のところと今後のあり方がくっついているよう

な感じがしますので、ちょっと分かりにくいかと思います。公園は確か
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にまちづくりより前というのは多分なくて、ここの場所はまちづくりの

後にはなりますので。 

【内藤委員長代理】 

 ありがとうございました。 

 広田先生。 

【広田委員】 

 今の件なのですけれども、この空間構成の考え方からゾーニングに落

とし込むときに、自然なのは（１）で求められる機能とあって、追悼・

鎮魂機能とあれば、この追悼・鎮魂機能は、この公園の区域の中ではど

ういうところにあるのが望ましいのかみたいなのがあって、このゾーニ

ングの考え方の現状の部分は飛ばして、後ろの復興シンボルゾーンです

か、というまさにゾーニングの本丸のところにつなぐようにすれば流れ

は自然だと思います。 

 市長がおっしゃったように、ちょっとこの現状のところがここに入っ

てしまうと非常にぎくしゃくしてしまうので、機能からゾーニングの間

の部分ですね、こういう機能を果たすにはどういうところであるべきか

みたいなところをちょっと補えばつながっていくのではないかなという

気がしました。 

 以上です。 

【内藤委員長代理】 

 行政委員の方から何かご意見ございませんでしょうか。 

 蓮見委員、何かありますか。よろしいですか。 

 では、舟引委員。 

【舟引行政委員】 

 済みません、さっきは言い訳でございまして、今回こういう形で順番

に並べていくと、前段で高田松原がこれまでの津波の被害にどれだけ役

立ってきたかという流れがかなり強めに表現をされていて、それは非常

によく理解されている。 

 一方で、昨年の有識者委員会の中でもそういう高田松原といった文化

性。一番最初の議論にありましたけれども、地域のものなのか、国が関
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与するものなのかという一つの議論があった中で、なぜここが岩手の震

災復興を祈念する場所になったかということを考えると、やはり高田松

原の持つ機能性もあれば、象徴性、哲学性といったものの役割が、特に

この流れの中では相当強調されてきている。しかるに、では基本理念の

中で高田松原という表現は、具体のところにはたくさん出てくるのです

けれども、その高田松原を再生するということこそが岩手のこの地域が

日本にかつ世界に発信する一つのシンボル性を持っているのではないか

と。これはどちらかというと行政委員というよりは私の感想です。そう

であれば、そこをもう少し書き込んで、そこのコンセプトが例えば具体

のゾーニングに反映するし、細かいところで言ったら、例えば植物だと

か、そういう工法まで関係してくるのではないかと。かつ発信力もある

ということで、そこを今日はかなりご意見をいただいたので、ある程度

修正していかなければいけないという前提で言うと、もっともっと盛り

込んでいったほうがいいのではないかと思いますし、そういうふうにな

ると文章の中でも高田松原を復旧するとか、再生するとか、いろいろ言

葉がまたばらばらなのですよね。一方で、有識者委員会の場合では、高

田松原と古川沼はきちんと再生という言葉を強く書かれていますので、

そこは強調して、そこをむしろ発信していくような方向がありかなとい

うようなことで。 

【内藤委員長代理】 

 今言われた話はそのとおりだと思います。つまりレポートには、まだ

構成的な谷間が幾つかあって、計画が出てくる後段の部分がやや唐突な

印象があります。私の印象を言わせていただくと、前段が重過ぎるので、

この後段をわざわざ言うために長々と長口上を言っているような感じが

あります。もうちょっと理念が先にフラッグのように立って、そのため

にこれをやっているのだという構成がいい。その中に今舟引委員言われ

たように、高田松原ということをもう一回見詰め直すことによって、非

常に大事なことが見えてくるような計画のあらわれ方がするといいと思

っていました。 

 それでは、時間も過ぎつつありますが、その前にひとつだけ。これま
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でに国の委員会とかで議論したこともありますよね。そういうようなこ

ととか、さっきのシンポジウムの話とかというのをどうやってフィード

バックするのか、ということがあります。そういうものを添えるとか、

シンポジウムの内容とか、そういうものまで含まれた資料編みたいなも

のは、これとは別につくるのですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 考え方としまして、国の平成23年の会議、あとまた県の平成24年のあ

り方の提言、また今年やったことといったことは整理した上で、ちょっ

と今回理念やゾーニングも含めて相当意見もいただきましたので、改め

て整理させていただきたいと思っております。 

【内藤委員長代理】 

 そういうものの流れを受けてこれがあるというふうにしないと、これ

自体が非常に弱いものになるような気がしますので。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 はい。そこを踏まえた形でちょっとまだ、特に後半のところ、前半に

少しエネルギーを注ぎ過ぎたようなところもちょっとございまして、後

半のところがそういった作業をもう一度加えて、また次回の委員会は３

月に予定をしていますが、その間に各委員個別にも相談させていただい

て、詰めていきたいと思ってございます。 

【内藤委員長代理】 

 では、牛山委員から発言を求められております。 

【牛山委員】 

 内容的な細部の話、２、３指摘なのですけれども、まず前段のほうで

明治三陸のときの話が出てきていますけれども、ちょっとこの文章だけ

だと高田松原があったために高田町の被害が少なかったというような印

象を受けてしまうのですけれども、これ明治三陸のときに現高田町の被

害が少ないのは、これ完全に広田湾の湾奥に来た津波の規模が小さかっ

たためでありますから、このとき広田、小友で700人以上の方が亡くなっ

ていますけれども、これは太平洋側のほうの津波高がそもそも高かった

という外力の違いに起因するところが大ですので、その点ちょっと加筆
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されたほうがいいと思います。 

 結局チリ津波のときのほうが高田町のほうに多く入ってきたのは、結

局その外力の特性の違いですから。もちろん高田松原の効果を強調する

という趣旨は非常に分かるのですけれども、余り持ち上げ過ぎるとちょ

っと客観性を欠くのではないのかなという感じがいたします。 

 それから、基本方針の中では、公園の防災機能の充実というのが書い

てあって、来園者のための丘の整備とか、そういったお話が載っている。

これはこれまでの議論を踏まえて書かれているところだと思うのですが、

それなのにその後のゾーニングの話のところで復興の丘をつくると書い

てあるのですが、この復興の丘はただ周りを見るための丘であるという

ふうに書いてあって、ちょっと不整合だと思いますが、多分この復興の

丘はきっとさっきの理念のところで、方針のところで出ていた避難施設

を兼ねているのだろうと思いますので、そうなのだとすればそれはやっ

ぱり明記したほうがいいのかなという感じがします。 

 それから、基本方針あるいはもちろん基本理念の中でも、やっぱり先

ほど市長もおっしゃいました鎮魂というのがここの大きな重いものだと

思うのですが、よく見るとこのゾーニングの中に「鎮魂」というキーワ

ードはないのですね。これは、さすがにまずいのではないかと。形式的

だと言われるかもしれないけれども、どこかに鎮魂のためのゾーンの話

というのもないとちょっとおかしいのではないのかなという感じがいた

します。 

 以上です。 

【内藤委員長代理】 

 ありがとうございました。 

 短めにお願いいたします。 

【池邊委員】 

 １点は空間構成の考え方という、この空間構成にはなっていないので、

やめていただきたいというのが１つ。 

 それから、31ページの景観構造図は、これは内藤先生が景観も入れて

くれと前回おっしゃられたのとは多分全く違う構造図となっていると思
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いますので、これは今の時点では入れないほうがよろしいのではないか

というのが２つ。 

 あともう一点、先ほど市長様がやはり今後の話、かなり長期的な話だ

とおっしゃられたので、一気にゾーニングというよりは人と公園が段階

に、これ時間軸がないのですね。ですから、どういうふうにこれからの

計画の中で高台移転の方々あるいはそこに就業する方々や何かが、ある

いは観光といったら変ですけれども、そういう方がいらっしゃる、そう

いう方々と公園がどういうふうに触れ合っていって、もちろんつくるほ

うもそうですけれども、ワークショップなんかの話ですけれども、何か

時間軸とそこに市民がどう参加し、あれしていくかというような、人と

のかかわり方、公園と人との関係性をどう育んでいって、10年後、でき

たときにはこんな公園になるというようなところが基本理念に盛り込ん

でいただければと思います。 

 以上でございます。 

【内藤委員長代理】 

 ありがとうございます。 

 まだもう一つアイテムがありますので、このあたりでいったん締めさ

せて頂いて、時間があればまた後で伺いたいと思います。 

 パブリックコメントというのは、さっきのスケジュール表で言うとこ

うなっていますが、この内容を修正してパブリックコメントをやると考

えてよろしいのですか。それとも先ほど舟引委員からも杓子定規に考え

過ぎないようにみたいな話もありましたけれども、どうでしょう。 

【舟引行政委員】 

まずは、やっぱり一旦ここの場でご了解を各委員にとった上でという

のが前提だと思いますので、そういう形で以降は少し…… 

【内藤委員長代理】 

 今日は随分異論が出たので、皆さん今日ここで統一見解は出にくいか

と思うのですが。 

【舟引行政委員】 

 そこを飛ばしていくことは、そんなつもりは基本的にはございません
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ので。 

【内藤委員長代理】 

 そのあたりは、事務局のほうはどうでしょうか。パブリックコメント

というのは、出し方によっては全く裏目のカードに出ますので。非常に

難しい部分ではあると思うのですが、さりとて住民の方からすると、ど

うなっているのだ、本気でやるのか、一日も早く、という声もあります

ので、そう待ってはいられない。今日、中井委員長がいらっしゃいませ

んけれども、中井委員長とよく相談をして、もし出すのであればうまく

やっていただけたらというふうに思います。 

 どうぞ。 

【本多委員】 

 私からは、今ゾーニングの話が出ていますけれども、私は前に高田松

原に期待する機能ということをいろいろ列挙いたしましたが、それが１

年にできるものではなくて、相当年数をかけながらつくられていくもの

だろうと思っています。 

 それで、１つだけ気になっているのは、今日提示された図面によりま

すと平面的なゾーニングについてはよく分かったのですけれども、立体

的に見た場合に、特に高い堤防についてですけれども、先ほど池邊先生

もおっしゃいましたけれども、堤防を含めた全体的な高田松原の景観と

いうことを念頭に置いた構造になっているかどうかということです。以

前の高田松原は堤防よりも松が高かったために、堤防が一部遠くから見

えるところもありましたけれども、全体的に松林で覆われていたのです。

さらに、幾らかでも景観的に解決するために堤防の上をジョギングがで

きるようなカラフルなものにやったり、斜面を芝を植栽するなどして工

夫しておりましたけれども、この図面で見ますと高い堤防を古川沼側か

ら見たで景観をどういうふうに構想しているかということが分かりませ

んので、お聞きしたいと思いますし、ぜひ、景観に配慮しながら今後進

めていただきたいということで申し上げておきます。 

【内藤委員長代理】 

 分かりました。そのあたりはこの次の段階で議論していくことになる
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と思います。 

 どうぞ。 

【戸羽行政委員】 

 これは県にお願いしていて、防潮堤の工事にはもう入ってもらってい

ますが、陸側から見たときに12.5メートルの防潮堤に対して背面盛土し

ていただきますので、陸側から基本はコンクリート壁は見えないように

します。海側から見れば高田松原を再生するという計画ですから、一本

松はちょっと背の高い木ですけれども、あれが27メーターということで

すから、基本的には防潮堤より当然松の木は高くなるということだと思

います。 

【内藤委員長代理】 

 そうしましたら、この後の調整は私が中井委員長と会って、相談をし

て調整したいと思いますので、できましたら今日のところはご意見を承

ってご一任いただければというふうに思いますが、よろしいでしょうか。 

 では、そういうことで中井先生の風邪が治りしだい動きたいと思いま

す。その途中経過は事務局のほうから各委員の先生方にメールなりでも

流していただければというふうに思います。 

 

４．その他 

 

【内藤委員長代理】 

 それでは、その他について何かあれば事務局からご説明をお願いした

いと思います。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 まず、景観の話なのですが、前回の委員会でもどう見えるのだという

ようなお話がございました。今回背面盛土や堤防の話である程度高さが

決まっていること、また今後山をつくっていく可能性があるというよう

なことを踏まえまして、あくまでこれは試しなのですけれども、ＶＲで

ここの公園の空間に一定の盛土をした場合に、そこからどのような景観

が見えるのかというのを試しにつくってまいりました。それにつきまし
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てはコンサルタントのほうから説明させていただきます。 

【内藤委員長代理】 

 ちょっとだけコメントさせていただくと、実はこれはこの基本構想に

張りついたような格好で事前のご説明があったのですけれども、これち

ょっと見せていただいて、まだ全然未成熟で、ここに付けるのには無理

があったので、ちょっと切り分けて、その他事項にしていただいたもの

です。ですから、いわゆる本当のスタディ中のスタディなので、そうい

う目で見ていただけたらと思います。 

【コンサルタント】 

 オリエンタルコンサルタンツ太田と申します。私のほうからＶＲの検

証についてご説明したいと思います。座って説明させていただきます。 

 お手元の資料４に今入っていますモデルの前提条件について簡単に記

載をしております。このＶＲ自体は陸前高田市のほうで復興事業全体を

見渡すために作成されているモデルを活用させていただいておりまして、

この部分に公園の部分の「復興の丘」と呼んでいる盛土を入れた場合に

どういうふうに見えるのかということを検証するためにつくったものに

なります。今入っておりますデータにつきましては、昨年の11月時点で

の公園周辺の復興事業の今の設計の状況を反映したものになります。ち

なみに、復興の丘の高さにつきましては、津波が襲来しても天端の面が

浸水しない高さを設定しております。そのほかタピック等の震災遺構を

そのまま残した形でＶＲを作成しておりまして、それから前回お示しし

ましたタピック45から奇跡の一本松に向けての軸線を阻害しないような

形での盛土のスタディということを前提につくっております。 

 では、アニメーションの形にしておりますので、まず全体から見てい

ただければと思います。 

 これが地上50メートルから見たところになります。東側から45号を通

りまして、少し古川沼のほうを見てタピックから奇跡の一本松へ向かう

ようなイメージでございます。ちょうどタピックの上から360度周りを見

渡すと、例えば高田地区のかさ上げエリアですとか、タピック、それか

らその先には定住促進住宅、それから高田松原、それから海、これは50メ
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ートルの高さですので、海が見えますが、その先に奇跡の一本松が見え

ると、そういうような見え方になります。 

 実際のアイレベルではどうなるかというのが次になりますが、同じ位

置から始まりますけれども、ここから1.5メートルの高さまでおりまして、

45号を走っているイメージでつくっております。古川沼の向こうに、先

ほどご説明があった背面盛土の松を主体とした林があります。それから、

タピックを越えまして、このあたりから公園に入ったと仮定をした場合

のアニメーションになります。タピックから一本松までは軸線を通すた

めに、ここは盛土をしていないタイプのケースになります。 

ここで360度回転をしてみます。先ほど下水処理場があったのですが、

それは盛土によって見えないような状態になっています。ぐるっと回っ

て奇跡の一本松が見える。それから、この盛土の上に上がったときにど

ういうふうに見えるかということを次に上がって見てみます。ここから

360度見渡しますと、先ほどと同じように高田地区のかさ上げエリア、そ

れからタピック、奥に定住促進住宅、それから高田松原が見えまして、

ぐるっと回って奇跡の一本松、その奥に水門が見えると。ここからこの

盛土をおりまして、奇跡の一本松まで進んでいくアニメーションになっ

ています。 

もう一つ、スタディがありまして、盛土を分けないで真ん中にどかっ

と置いた場合の見える化ということです。同じルートを通ります。タピ

ックの奥に、左側に見えている盛土が中心の部分のど真ん中に置いた盛

土の見え方になります。これだと一本松は見えないような形になります。

公園内に入りまして、この盛土の上に上がります。同じようにもう一度

360度回すと、先ほどと同じように復興の事業全体がよく見えるというこ

とになります。 

あとは盛土をおりて、一本松まで行くアニメーションになっておりま

す。 

以上でございます。 

【内藤委員長代理】 

ありがとうございます。これはこれでご意見をいただいたほうがよろ
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しいですか。それとも、そちら側の資料を全部ご説明いただいた後でま

とめての方がいいですか。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 では、引き続き事務局のほうからご説明をさせていただきたいと思い

ます。 

【内藤委員長代理】 

 はい。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 気仙川の水門と海岸沿いの保安林の復旧について、岩手県のほうから

ご説明をいただくこととなっておりますので、参考資料４をご用意くだ

さい。 

【岩手県県土整備部河川課河川海岸担当主任主査】 

 それでは、県の河川課から気仙川水門の景観検討の状況について情報

提供いたします。 

 参考資料４の１ページと２ページとなります。はじめに、岩手県にお

きます河川海岸構造物の復旧に関する景観配慮の取り組み状況について

説明いたします。 

 県では、河川海岸構造物の復旧等における環境景観検討委員会という

ものを平成23年11月に設置しまして、その意見を聞きながら平成24年３

月に環境景観配慮に向けた基本的な考え方（案）を取りまとめまして、

水門や防潮堤の復旧等に当たりましては、この考え方に基づき配慮に取

り組んでいるところでございます。 

 景観配慮の基本方針としては、視覚的なインパクトを極力低減すると

ともに、違和感なく周辺空間に調和させること、疑似的に自然に見せる

表面処理を行わず、シンプルなデザインで構造物の本来機能を伝えるこ

とということを挙げております。 

 続いて、気仙川水門におきます景観検討について説明いたします。参

考資料４の１ページ目は水門を海側から見たイメージ図でございまして、

長部漁港周辺を視点場としております。 

 ２ページ目のほうは、水門の上流側から見たイメージ図でございまし
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て、気仙大橋を視点場としてイメージ図を作成したものでございます。

気仙川水門における景観検討のポイントについては、まず操作室、上の

窓がついているところでございますけれども、操作室の幅を可能な限り

最小限としまして、また操作室下に維持管理用の階段の部屋を設けて操

作室がトップヘビーなイメージとならないよう、そういったイメージと

なることを緩和させ、門柱との一体感や安定感のあるデザインとなるよ

うに努めているところでございます。また、カーテンウォール、１ペー

ジ目の横に長いコンクリート面がございますが、こちらがコンクリート

の壁、カーテンウォールと呼んでおりまして、こちらが長大で平坦なコ

ンクリート面とならないよう縦リブを設け、分節化を図っているという

ことでございます。また、ゲートについては、２ページ目のほうが上流

側から見たもので、ゲートが見えるところでございますけれども、こち

らについてはコンクリートと同系色としまして、ゲートが必要以上に目

立つことのないシンプルなデザインとなるよう努めているところでござ

います。また、河川の中央に門柱、石柱、柱が設置されないような構造

となりましたので、川の流れを遮断するような印象とはならないと考え

ておりまして、川の流れのイメージを損なわないような配慮をしたとい

うところでございます。 

 県では、今後さらに詳細な設計を詰めてまいりまして、防潮堤との接

続部等についても検討を進めていくということでございます。 

 以上で河川課からの情報提供を終わります。 

【岩手県農林水産部森林保全課技術主幹兼保全・治水林道担当課長】 

 それでは、高田松原の地区の保安林の復旧事業の概要についてご説明

申し上げます。 

 ３ページをご覧いただきたいと思います。あとそれから、全体概要に

ついては、高田松原津波復興祈念公園基本構想（案）の42ページの高田

松原の再生イメージというふうに載っていますけれども、こちらのほう

が最終的にはこういうことにしたいなというふうな形でございます。 

 それでは、この３ページのほうでご説明申し上げます。標準断面図と

いうことで、復旧方針ですけれども、盛土材料には高台移転工事で発生
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する残土を利用したいというふうに考えております。土量は約60万立米

ほど考えております。植栽樹種ですけれども、アカマツ、クロマツ、白

砂青松ということですから、当然アカマツ、クロマツを主体として、植

栽本数はヘクタール当たり5,000本としたいと考えております。こちらの

ほうは、私どもに先立って仙台海岸のほうで、国のほうでやっておりま

して、こちらが大体基本というふうになっております。それから、防風

柵を、最初のうちだけになりますけれども、設置します。復旧面積は約

12ヘクタールほどになるのかなというふうに今のところは考えておりま

す。植栽区域内には、森林整備に使用する車道や排水対策のための側溝

を整備するということで、車道といっても砂利道になります。管理のた

めに最低限の道路は、こちらのほうも結局いろんな形で市民の方々が憩

いの場に使用するためのいろんな助けになるのかなというふうに考えて

おります。 

 植栽後の管理ですけれども、苗木の成長に応じて、私どもの事業、森

林整備でやらせていただきたいというふうに考えております。 

 それから、市民などから要望されております植栽作業区域ということ

で、この区域に１～２ヘクタール、どれくらいになるかはこれからの検

討になるのですけれども、それくらいの面積で植栽作業区域を設けて、

そちらのほうで一緒になって作業していきたいなというふうに考えてお

ります。 

 施工時期についてでございますけれども、第一線堤と第二線堤の進捗

に応じて施工させていただきたいというふうに思っております。現時点

ですけれども、盛土については平成26年度から27年度の２カ年で施工し

たいと。植栽開始は、その後になりますので、28年度を予定しておりま

すし、完了については平成31年３月、30年度を目指しております。 

 以上でございます。 

【内藤委員長代理】 

 ありがとうございました。さっきのビデオとこの資料についてご意見

があれば伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 広田委員。 



 

- 52 - 

【広田委員】 

 一番気になったのが松原とか海岸にいる人がどうやって逃げるかなの

ですけれども、一旦堤防に上がって、もう一回下がって盛土部分に逃げ

ないとだめですね、今の計画だと。ただ、それは非常に危険なことでも

あるし、一旦下がるというのはなかなか勇気が要るというか、判断が難

しいところですよね。ですから、避難のことを考えるのであれば堤防か

ら高さを下げないで、より高いところに逃げられるようにしておかない

とちょっとまずいのではないかなと。随分議論されているようですけれ

ども、やっぱりあそこにいる人をどう逃げさせるかというのは一番重要

な視点の一つだと思いますので、そこら辺がちょっと気になりました。 

【内藤委員長代理】 

 大問題ですね。要するに、防潮堤の高さと内陸部との関係性の話です

よね。これをどうするかは多分ウルトラＣに近いと思うのだけれども、

その辺事務局どうですか。 

【広田委員】 

 現実問題として、浜に、松原にいる人が逃げるときに、それを考えな

くてはいけないですよね。 

【内藤委員長代理】 

 この辺のあり方については、さっきのＶＲもそうですけれども、まだ

土を置いてみたらこんなでしたみたいな、そういう感じなので、これか

らの話かとは思うのですが、これからの検討でよろしいですか、それは。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 防災計画といいますか、避難計画というのも防災機能を持つというこ

とで重要ですので、今回景観的にどう見えるかというところを主体につ

くったものですので、そこまでの検証をしてつくったとか、こういう形

でやっていきたいとかというまでのものではないということです。 

【内藤委員長代理】 

 では、今のご意見だけは議事録で残していただいて、今後の検討に委

ねるというようにしたいと思います。 

 ほかにご意見。 
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 はい。 

【池邊委員】 

 高田松原については、名勝をまだ解除してないということで、今ここ

では防潮林としてしか書かれていませんけれども、その辺例えば基本構

想のほうの42ページのほうに入れていただくのか、やはりこれから人を

集めていくということも含めてどういう形があり得るのかということで、

そこについても一言入れていただければと思います。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 来月また文化庁さんとも相談して、この堤防や周辺のあり方と名勝の

あり方は相談しようと思ってございます。 

【池邊委員】 

 そうですね、それなので、一応その一言を、防潮林だけではないとい

う扱いを入れておいていただければと思います。 

【内藤委員長代理】 

 ほかにございますでしょうか。 

 多分皆さん全体計画に対して漠然たる不安を持っていると思っていま

す。僕の不安も言うと、それぞれの行政機関が、水門は水門でいって、

防潮堤は防潮堤でいって、祈念公園は祈念公園でいって、という話にな

ると、それは景観という観点からすると本末転倒ということになります。

その場所を訪れる人はそんなの関係ない。その場所の環境全体を享受す

るわけですから。したがって、行政的に割れているところをどうつない

でいくかというのが、この委員会のミッションでもあり、これからの課

題なのかなと思っています。 

 それとせっかく今日理念の話が出ましたので、我々のカバーする範囲

の外、すなわち水門とか、防潮堤の部分に関しても理念を酌み取ってい

ただけるようにお願いをしたいと思います。我々も一生懸命議論してし

っかりした理念を固めたいと思いますので、それを読んでいただいて、

それにかなうようなものを実現していっていただければというふうに思

っています。 

 私の議事進行が悪かったのか、それとも議論が白熱したからか、時間
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は既に過ぎておりますので、このあたりで事務局にお返ししたいと思い

ます。 

【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。本日いただいたご意見を踏まえ、至急事務局の

ほうで修正を行い、委員の皆様に改めて修正内容についてご連絡を差し

上げたいと思います。 

 

５．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３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終了させていただきます。ありがとうござ

いました。 

（午後 ４時０４分） 


