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１．開  会 

（午後 ４時３０分） 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 本多委員がまだご到着になっておりませんが、定刻となりましたので、

ただいまから第４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。 

 委員会に先立ちまして、まさに明日、東日本大震災から３年を迎えよ

うとしております。つきましては、改めて東日本大震災で犠牲となった

方々へ哀悼の意を表して全員で黙祷をささげたいと思います。ご起立く

ださい。 

 黙祷。 

 

〔黙祷〕 

 

【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。ご着席ください。 

では、ここからは座って進行させていただきます。 

まず、資料の確認をいたします。クリップどめされている資料が３種

類ございます。まず、一番上にございますのが次第、出席者名簿、配席

図、配付資料一覧でございます。続きまして、会議本体の資料でござい

ますが、資料１、高田松原津波復興祈念公園基本構想の考え方、資料２、

高田松原津波復興祈念公園基本構想（素案）、資料３、高田松原津波復興

祈念公園基本構想参考資料（素案）、そして最後に資料４、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

別にご審議の際の参考となる資料集を用意しております。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。 
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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18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、事務局の者がお持ちするワイヤレスマイ

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】 

 皆さん、こんにちは。まずもって、前回は、私は欠席ということで大

変ご迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでした。 

 前回の議論の様子につきましては、内藤先生、それから事務局より伺

っております。皆さんの思いを込めた、受けとめた基本構想となるよう

に、その後いろいろと事務局とも議論を重ねてまいりました。明日震災

から３年がたつということで、基本構想として皆さんの思いをしっかり

受けとめられるようなものとしてまとめてまいりたいと思いますので、

本日もご議論のほうをどうぞよろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課建設専門官】 

 ありがとうございました。 

 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。 

 出席者名簿にございますとおり、本日は委員、そして行政委員の皆様

全員ご出席の予定となっております。本多委員が到着されれば行政委員

を除きました委員の皆様ご出席が７名中の７名でございますが、現時点

でも７名中６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、ただいまからはカメラ撮影

をご遠慮いただきますようご協力をお願いいたします。 
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 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。中井先生、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３．議  事 

 

【中井委員長】 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。本日の議事といたしまし

ては、基本構想の考え方について、並びに今後のスケジュールというこ

とでございますが、まず本日の本題であります基本構想につきまして、

考え方、それからもう一部、「素案」が用意をされております。一括して

これを最初にまずご説明いただいて、その後少し項目を分けながら議論

を進めてまいりたいと思います。 

 それでは、まず資料説明のほうをよろしくお願いいたします。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 事務局の東北地方整備局都市調整官の脇坂でございます。前回１月23日

の委員会につきましては、当方から基本構想（案）を提示させていただ

きましたが、大変不十分な資料ということで委員各位にはご心配をおか

けいたしました。改めておわび申し上げます。 

 その後、委員各位にもヒアリングなどをさせていただきまして、改め

ましてこの基本構想とはどういったものかという資料、基本構想の考え

方という資料１と、あとこれを踏まえました、あくまで事務局の素案と

いうものでございますが、基本構想（素案）、また参考資料（素案）とい

うものを今回用意させていただきましたので、これにつきまして説明さ

せていただきます。 

 それでは、座って説明させていただきます。 

 まず資料１、基本構想の考え方の１ページをお開きいただければと思

います。まず、全体の考え方でございます。前回、第３回の委員会では、

大変厳しい意見もいただきました。 

 内藤委員から、国や県の検討やシンポジウムの結果をどうフィードバ

ックするのか。これがされないと、この構想自体が弱いものになってし
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まう。また、理念をよく練り上げて、冒頭に持ってくるほうがいいとい

った意見も個別にいただきました。 

 また、池邊委員から、本委員会を開催しなければ書けなかった部分は

何か。また、前段が前回は大変長うございましたが、それが後ろに反映

されているとは思えない。委員や住民の方々のご意見がどこにどう反映

されているのか。また、県の提言にある思いをきちんと受けとめて、ど

のよ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

きたい。 

 また、広田委員からは、去年の提言は大変うまくまとまっているので、

それを生かしてその先を進めたらいいのではないかという意見。 

 また、本多委員からも、市民との対話の中での共通した意見は「よく

分かるものになってほしい」ということ、難しい言葉ではなく、一般市

民によくわかるものであってほしいという意見がございました。 

 全体の考え方の大方針でございますが、２つ掲げさせていただきまし

た。まずは、これまでの検討経緯をしっかりと踏まえたものにするとい

うことでございます。これは、今回の委員会、過去３回開催いたしまし

たが、その委員会や奇跡の一本松アンケート、市民シンポジウムのみな

らず、その前段となっております県の構想会議の提言、また国のほうの

復興祈念公園のあり方や復興の基本方針、また構想会議の提言、こうい

ったことも踏まえたものにしていこうということでございます。 

 また、２番目は、市民にわかりやすいものにするということでござい

ます。それに当たっては、まず言葉につきましては普遍的で容易な言葉

を使っていこうと。また、理念については、理念に至る前の前振りが大

変長かったということがございましたので、その理念を冒頭に持ってい

こうということで、前回冒頭の現状認識の部分につきましては、今回の

資料３の参考資料というような形で一括してまとめさせていただきまし

た。なお、この参考資料につきましても前回の前半部分をそのままでは

なくて、いただいたご意見、特に牛山先生から津波についてのそれぞれ

の津波の違いが被害の違いを生み出したので、そういうのはきちんと書

くべきだというようなお話もいただきましたので、そういった修正も行
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ってございます。 

 基本構想の本体につきましては、資料２とこの資料１のほうにも考え

方を示してございますが、大きく３つに分けておりまして、基本理念、

基本方針、空間構成の考え方というふうに分けさせていただきました。

最後、参考資料というふうな形で前半部分はまとめさせていただいたと

いうことでございます。 

 続きまして、基本理念についてご説明させていただきます。資料１の

３ページ、また資料２につきましては、目次の次の１ページのほうをお

開きいただければと思っております。第３回委員会におきまして、基本

理念についても相当委員の先生からご意見いただきました。 

 戸羽委員から、基本は鎮魂、基本的な理念であるのだから、スタンダ

ードな言葉のほうがいいと。 

 また、内藤委員から、高田松原ということをもう一度見詰め直すこと

によって、大事なことが見えてくると、こういった計画のあらわれ方に

するといい。 

 また、牛山委員からは、基本理念に書くことは、これまでの津波の繰

り返し、それを重ね合わせたこの地域の歴史を素直に書けばよいのでは

と。また、鎮魂が明確なメッセージになっていないという意見がござい

ました。 

 また、本多委員からは、個別に、この公園は県を代表する祈念公園で

あるので、「市民レベル」や「県民レベル」で考えると、高田松原の再生、

追悼・鎮魂の場であること、また防災の文化をどうしていくか、この３

つの柱があるのではないかという意見がございました。 

 また、舟引行政委員からは、地域の公園か、国が関与する公園かとの

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、象徴性、哲学

性といった役割が強調されている。この高田松原の再生こそが、この地

から日本や世界に発信する一つのシンボル性を有しているのではないか

という意見がございました。 

 これを踏まえまして、基本理念を大幅に改訂いたしました。まず、岩
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手県の被災地を代表する公園であることを記載してございます。また、

奇跡の一本松が復興の希望の象徴になっている旨も記載してございます。 

 また、２番でございますが、三陸沿岸地域及び陸前高田の津波の歴史、

また高田松原の震災前後のこの変化、またこの意味というものを記載し

てございます。 

 また、３番目でございます。県の構想会議の提言で、「祈念公園に求め

られる役割・機能及び効果」の中で、主要事項となっておりますものを

きちっと記載してございます。まずもって犠牲になったすべての生命（い

のち）に対する追悼と鎮魂、また三陸沿岸地域の津波防災文化及び今回

の震災の実情と教訓の継承、高田松原の再生、自然との共生、復興の意

志と力の発信、こういったものを基本理念に込めることといたしました。 

 これらを踏まえまして、平易な言葉で基本理念ということでまとめて

ございます。 

 資料２の基本理念の文章についてでございますが、以上を踏まえまし

て、まず第１段落目では、三陸沿岸地域でのこれまでの津波との歴史と

防災文化、また高田松原がどういった景勝地になっていったかというこ

とを簡潔に書いてございます。 

 また、次の段落で、今回の東日本大震災及びこの岩手県の被害、また

陸前高田の被害、また高田松原の風景が一変したこと、また奇跡の一本

松が残ったということを簡潔に記載してございます。 

 それを受けまして、第３段落目に県の構想会議の提言であります主要

事項として、この地のみならず東日本大震災で犠牲になったすべての生

命（いのち）に対する追悼と鎮魂ということをまず掲げた上で、津波防

災文化や教訓の伝承、また高田松原の再生を通じた自然と人々のかかわ

りの新しい姿を具現化すること、また我が国の復興のありようを国内外

に明確に示すことを掲げてございます。 

 これらを踏まえまして、事務局で簡潔な文章ということで、基本理念

の素案として４行のものを掲げてございます。読み上げをいたしますと、

「奇跡の一本松が残ったこの場所で 犠牲者への追悼と鎮魂の思いとと

もに 震災の教訓とそこからの復興の姿を 高田松原の再生と重ね合わ
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せ未来に伝えていく。」という形で簡潔にまとめさせていただきました。 

 続きまして、基本方針についてでございます。資料２の２ページ及び

資料１の５ページのほうをお開きいただければと思います。 

 この基本方針についてでございますが、県の構想会議の提言では大き

く４つの括りがございまして、その中で10の内容がございました。これ

を踏まえまして、基本方針として８つの方針を掲げさせていただいてお

ります。それぞれご説明させていただければと思います。 

まず、第１の基本方針、「失われたすべての生命（いのち）の追悼・鎮

魂」でございます。資料１では６ページ、資料２では２ページでござい

ます。これまでの委員会の意見の中で、鎮魂はもちろん一番ベースのも

のであり、重いものであるという意見。また、鎮魂の象徴とは何か、奇

跡の一本松も一つの象徴ではないかといった意見がございました。この

公園が追悼と鎮魂をベースにするということは言うまでもないことでご

ざいます。 

 したがいまして、この基本方針につきましては、まず岩手県陸前高田

市の具体的な犠牲者数を記載させていただきました。これは、県の構想

会議の提言においても具体的に書いてございますが、それを時点修正し

たような形で書かせていただきました。また、東日本大震災により失わ

れたすべての生命（いのち）については、気仙町の天神大杉など県の提

言で書いていたものにつきましても、ここにも掲載させていただいてご

ざいます。また、最後のところで、国の復興構想７原則を踏まえまして、

追悼と鎮魂の意味を記載してございます。失われたおびただしい「いの

ち」への追悼と鎮魂こそ、我々生き残った者にとっての復興の起点であ

るというようなことでございます。 

 こういった文言を踏まえまして、基本方針の文章をまとめさせていた

だきました。 

 本体の基本方針の文章ですが、３つの段落に分けてございまして、ま

ず最初に犠牲者数、２つ目の段落では、特に陸前高田の犠牲になった方

々の数、また松や気仙町の天神大杉といったことも書かれてございます。 

 最後の段落で、この失われたおびただしい生命（いのち）への追悼と
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鎮魂こそ復興の起点であると、こういったことを踏まえまして、当公園

は国内外の人々が東日本大震災で犠牲になったすべての生命（いのち）

への深い追悼と鎮魂の思いを寄せることができるというふうにまとめさ

せていただきました。 

 続きまして、２番目の視点でございます。東日本大震災の被災の実情

と教訓の伝承でございます。資料１の７ページをお開きいただきたいと

思います。記憶の伝承についても第１回、第２回を中心に多くの意見を

いただいてございます。今次津波の痕跡等の石碑などとの連携の話、ま

た災害の伝承や経験の伝承が必要であり、中核的な施設も必要であり、

それは議論すべきではないかという話。 

 また、本多委員から、震災遺構、震災遺物をセットで考えていくべき。

また、津波の高さをどう表現していくかという話。また、本多委員から

は桜ラインの活動もございますが、それに加えまして、津波で石が動い

たというようなことで、エネルギーを伝える工夫も考えられるのではな

いかという意見がございました。 

 また、市民ヒアリングでもこの教訓の伝承といった意見をいただいて

ございます。また、市民シンポジウムでも本多委員や中井委員長から伝

承はこの場所でやっていくべきではないかというようなことでこの意見

をいただいてございます。 

 これを受けまして、記憶の伝承の部分につきましては、大きく３点で

ございます。まず１点でございますが、伝承すべき事項を具体的に記載

してございます。まずは、壊滅的な被害の状況、また被害の後、市民の

避難行動やさまざまな主体が行った救援、復旧など発災後の活動につい

ても記載してございます。 

 また、２番目でございますが、当公園特有の事象の伝承ということで

約７万本の松、また砂州の大半が消失した高田松原、またタピック45、

定住促進住宅、気仙中学校などの震災遺構、またこれらを活用すること

で被害の大きさばかりでなくて津波の脅威を伝承できるということ、ま

たこれを活用して人々が語り部となり、記憶の風化を防ぎ、後世に記憶

を伝承できるといったことを記載してございます。 
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 また、広域的な連携の必要性についても最後に記載いたしました。海

が見えない地域までも津波が押し寄せ、広域的に被災した。また、市内

の各所に残された津波到達の痕跡等と連携して、この巨大津波を伝承し

ていくべきと、こういった内容を基本方針に掲げさせていただいてござ

います。今の内容は、基本方針の３つの段落に適合するようなものとな

ってございます。 

 続きまして、３番目でございます。復興への強い意思と力の発信でご

ざいます。これにつきましては、有識者委員会におきましては戸羽委員

から、この公園の持つ意味は人それぞれ異なる。ただ、市民だけではな

くて世界から注目されているという視点が重要ではないかと。また、奇

跡の一本松は、被災地にとって「希望」や「奇跡」であった。この公園

は憩いの場であるが、みんなの希望の象徴でもなければならないといっ

た話がございました。 

 また、先ほどご紹介させていただきました舟引委員から、この高田松

原の再生こそが一つのシンボル性を有しているのではないかという意見

もいただいてございます。 

 方針といたしまして、まずもって「奇跡の一本松」、このシンボル性を

記載させていただいております。これが被災地に希望と勇気を与える復

興のシンボルであり、全国から多くの人が訪れている。また、松の苗を

育てる取り組みも行われていることを記載させていただきました。 

 また、２番目といたしまして、高田松原の再生と重ね合わせて復興の

シンボルとなるということを記載させていただきました。 

 また、県の構想会議の提言を踏まえまして、この公園が復興の意志と

力の発信をしていくということを記載させていただきました。 

 本文のほうにも最初の段落で高田松原の中で奇跡の一本松が残ったと

いう話、また松の苗を育てる取り組みの話、また今の周辺の状況を簡単

に記載いたしまして、この公園が高田松原、奇跡の一本松とともに復興

全体のシンボルとなるという内容を書かせていただきまして、これが復

興への強い意志と力、また地域固有の自然や歴史に根差した復興への力

強いメッセージを発信するということを書かせていただきました。 
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 ４番目でございます。三陸地域に育まれた津波防災文化の継承でござ

います。資料１は10ページになります。これは、前回の提出した案では、

津波防災文化と教訓の伝承を一緒くたにしておったわけでございますが、

牛山委員ともご相談させていただきました。 

 今後の被害を減らすという観点は忘れてはいけないという話や、また

記念館のような来訪者が長期滞在する施設を設置することは望ましくな

いという意見もいただきましたが、教訓の伝承と津波防災文化について

は、歴史に立脚したのが文化であり、教訓はある一つの事例をもとに生

まれてくるものであり、これを分けて考えるべきではないかと。また、

明治三陸津波、昭和三陸津波、チリ地震津波とでそれぞれ全くタイプが

異なる。津波を多く経験した地域であるが、今回の震災の例だけ取り上

げるのは危険ではないかという意見をいただきました。 

 また、本多委員から、この防災文化というものを検証していくことが

重要ではないか。防災文化、防災研究として伝えていくことが必要とい

った意見をいただいてございます。 

 これを受けまして、津波防災文化の伝承ということを改めて章立てさ

せていただきまして、まず１に三陸地域との津波との関わりを記載させ

ていただきました。度重なる津波による被害、また津波常襲地帯である

こと、またこれらから育まれた自然と共生する津波防災文化について記

載させていただきました。記念碑の建立や高台への集落移転、また「津

波てんでんこ」をはじめとした言い伝え、これを幾世代にもわたる一貫

した取り組み、また脅威の伝承とか、こういったことを紹介させていた

だきました。 

 ３番目といたしまして、津波防災文化の継承のためにこの場所が貴重

なフィールドとなるということを記載させていただきまして、また公園

だけではなくて、公園外との連携、特に公園外に市が検討してございま

す記念館やほかの被災地との連携を図るという内容を記載させていただ

きました。それら方針のほうにも同じように段落で文章化させていただ

いております。 

 続きまして、５番目でございます。公園利用者や市街地の安全の確保
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でございます。有識者委員会におきましては、広田委員からは、追悼と

鎮魂がメインであるはずの公園に津波のリスクがあるということは、コ

ンセプトとは合わないのではないか。 

 また、内藤委員から、この公園は長大な公園であり、来訪者の安全の

確保や避難をどう考えていくかを検討する必要がある。また、同じよう

に式典時の対応を基本として津波からの避難も考えていくべきではない

か。 

 また、牛山委員からは、避難タワーではなく、盛土型の避難施設はい

いという意見。また、多くの人を集める場所をつくってしまうことにな

るため、この来園者、近隣の人の防災施設でなければいけないという意

見。また、公園内の盛土の高さは防潮堤より高くしないと説得力がない

といったお話もお聞きしました。 

 また、本多委員からは、これまで高田松原の入れ込み人口は非常に多

かったため、そのような観点からも防災を考えるべき。 

 また、県の蓮見委員代理からは、第２回では公園利用者の安全だけで

はなく、市街地の安全も確保していく公園という位置づけも盛り込んで

いただきたいという意見がございました。 

 また、市民のヒアリング調査でも安全面を十分に配慮していただきた

いという意見。 

 また、市民シンポジウムでも公園で、海のそばであり、命を守る場所

であるということが抜けているという会場意見もございました。 

 これらを踏まえまして、方針といたしまして、まず利用者の安全の確

保について記載してございます。避難路や築山等の避難施設、またかさ

上げ市街地と有機的なつながりを持たせた機能的な施設配置、ハード、

ソフトの両面から新しい市街地と一体となった避難計画について記載し

てございます。 

 また、市街地の防御機能についても記載してございます。これは市街

地を津波から守るということで、防潮堤が公園内にございますが、防潮

堤や海岸防災林、築山等により津波の外力を低減すること。また、市街

地の安全性を確保すると同時に、この公園自体の安全性も最大限高めて
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いくという内容を記載してございます。 

 続きまして、６番目でございます。歴史的風土と自然環境の再生でご

ざいます。 

 これにつきましては、池邊委員から、第１回から第３回まで、この間

のヒアリングを通じまして、さまざま意見もいただいてございます。ま

ず最初に、日本人、また気仙地域の文化として、1,300年引き継がれてき

た三陸地域の歴史や文化をこの公園にどのようにうつし得るのか、これ

が課題であるということ。また、名勝指定が解除されてないということ

もございまして、文化人や観光客に愛される美しい景観が必要ではない

か。また、この名勝の価値、地域の方に管理しながらも愛されるという

価値があるのではないかという話。また、高田松原は人工的に地域の方

々が何百年もかけてつくられた松林であり、単なる防風林や防潮堤のと

いうものではないと。これをどのように再生していくのかという理念を

考えるべきではないか。 

 第２回では、市民の方々の気持ちや追悼に至る人々の気持ちを踏まえ

まして、高田松原の景観的なものの再生があるべきではないかという話

がございました。また、この地域ならではの地域性が出るよう検討して

いただきたいというご意見。また、陸前高田の広田湾、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」という言葉が入るべ

きではないかという意見。また、先ほどお話ししましたが、名勝を解除

していないという言葉ございまして、今後どのようなあり方があるのか

一言入れていただければという話がございました。また、個別のヒアリ

ングで広田湾や氷上山、これは山岳信仰もございますが、また市民の思

いの強い氷上山にございますベニヤマボウシ等の言葉が入ってこそ、高

田の構想になるのではないかと。また、津波防災文化とともに震災前に

残っていて、これからは残せない文化を残せるような公園にしていけれ

ばいいのではないか。また、県の提言にエコシステムという言葉がござ

いましたが、言葉も含めまして、トータルの視点から見直す必要がある

といったご指摘をいただきました。 

 また、本多委員からは、公園内にあった石碑についてまだ発見されて
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いないが、松原の歴史や文化を伝えていけるような計画は推進していた

だければと。また、県の手順同様にハード、ソフト一体的に考えるべき

だというお話をいただきました。 

 また、広田委員からは、第１回のメモで、この高田松原では文化的景

観の考え方のように、外形が変わっても、本質的な価値を再生するとい

う視点が重要ではないかという意見をいただいてございます。 

 また、市民ヒアリングでも、この公園は松原を中心とした公園になっ

てもらいたいという話。 

 また、今日の下の展示でも、高田松原には多くの記憶、また思い出が

付箋で表示されてございましたが、市民シンポジウムでは、多くの思い

出とか、それぞれの方々の思いをお聞きすることができました。 

 また、こういったことを受けまして、この歴史的風土と自然環境の再

生についての方針を５つ定めさせていただきました。ここはちょっと文

章が多いわけなのですが、まず最初にこの気仙地域の自然環境・歴史風

土について記載してございます。背後にある懐の深い北上高地、また山

岳信仰のあった氷上山、また雷神山や箱根山等の山々と森林、中世城郭

も多く存在した丘陵と平地、またそこを流れる気仙川、また半島とそれ

に包み込まれた広田湾、気仙郡特有の温暖で穏やかな風土、また北限の

ツバキ、ヒカミサンベニヤマボウシといった独特の植生、地域の暮らし

や農林漁業を初めとする産業を支えるということ、また豊かな郷土芸能

や食文化、こういったことも記載させていただきました。 

 また、高田松原につきましても後背地を塩害や飛砂から守り、高田や

今泉のまちと暮らし、人々の生命を守ってきたということ。世代を越え

た住民の一貫した取り組みによって、これまで築き、育て、守られてき

たということ。また、ここは自然景観と人々の手により創出された松原

の景観が一体となった景勝地であること。東北有数の海水浴場であり、

気仙地域に欠かせない資産であること、また原風景であることといった

ことを記載してございます。 

 また、古川沼につきましても約1,000年前に形成された岩手県内最大の

天然湖沼であること、多様な生物を育む貴重な汽水域であること、地域
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固有の自然に触れ合うかけがえのない空間であることなどを記載してご

ざいます。 

 ４番目でございますが、これらが震災によって大きく変化いたしまし

た。高田松原は、砂州と松がほぼ消失いたしまして、古川沼は海と一体

化したような状態でございます。現在防潮堤や河川の復旧工事中でござ

いますが、これらを踏まえまして、最後に５番で歴史的風土、自然環境

の再生ということを記載してございます。具体的には、名勝高田松原を

地域の人々とともに景勝地として再び時間をかけて再生していくこと、

また古川沼を当公園の貴重な自然空間として再生していくこと、また公

園自体をこの地域の文化を継承する場として再生していくこと、今回の

震災により失われた自然環境や風土、そして地域に暮らす人々の原風景

を取り戻していく、こういったことを記載して、最後に気仙地域の郷土

景観の再生という言葉でまとめさせていただきました。 

 続きまして、７番でございます。市街地の再生と連携したまちの賑わ

いの創出でございます。これは、委員会では戸羽委員から、交流人口を

ふやすためのメインとしてこの公園が位置づけられていけば、この地域

は衰退していくことはないように思うと。また、3.11のことが陸前高田

に来ればある程度把握できるといったまちづくりのコンセプトもあり得

るという意見。 

 また、本多委員から、高田松原の再生を中心に据えながら豊かな自然・

歴史・文化を再構築し、交流人口をふやすことによって、この高田の人

たちが生きる道が生まれていくのではないかと。また、それには高田松

原の歴史文化が人を寄せつけるだけの魅力を持たなければいけないとい

う意見がございました。 

 市民ヒアリングでも、このテーマについては多くの意見がございまし

て、復興祈念公園は、陸前高田は見どころが少ないので、その役割を期

待しているという意見。また、観光客が多い奇跡の一本松は非常に価値

があるということ。また、追悼と鎮魂だけではなくて、日常的なイベン

トが開催されるようなあり方であってもらいたいという意見。また、売

店なども設置する場所がなくて、今後拡充していくべきではないかとい
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った意見もございました。 

 また、市民シンポジウムでも伝承すると同時に、伝承活動、防災活動

を通じて、市の活性化を図るということが同じぐらい重要であるという

意見をいただきました。 

 方針といたしまして３つ書かれてございます。まず、震災による地域

経済の危機について、冒頭に記載してございます。沿岸のほとんどの事

業者が甚大な被害を受けたこと、三陸沿岸地域の経済が大きな危機に直

面していること、また高田松原も風光明媚な景勝地で海水浴場であった

が、多くの被害を受けたということを記載してございます。 

 また、２番目として、交流人口の増加や地域の活性化について記載い

たしました。三陸沿岸道路の整備や道の駅の再整備と一体となって、観

光や津波防災教育の拠点として交流人口の増加に寄与する。また、三陸

沿岸地域の活性化の原動力となるといったことを記載してございます。 

 最後に、地域一帯の資源と連携する必要性ということで、三陸沿岸の

市町村と連携することや、また地域一帯の歴史・文化的資源や被災地、

また新しく形成される市街地への来訪者の周遊を促すといったことも記

載してございます。 

 最後、８番でございます。17ページになります。多様な主体の参加・

協働と交流についてでございます。これにつきましては、有識者委員か

らこのような意見がございました。 

 まず、中井委員から、プラットフォームを形成して、参加による混乱

を防ぐことが考えられるということ。また、陸前高田の地域性を踏まえ

ると、「協働」は主体同士が尊重しながら連携を図っていくというイメー

ジかといったお話をいただきました。 

 また、涌井委員から、多様な主体の参加であることは非常に重要であ

るが、公園マネジメント会議といった形も構想していかないと市民参加

がごちゃごちゃになってしまうというご指摘をいただきました。 

 また、内藤委員から、広島の平和記念公園が70年でもう当たり前の風

景になり過ぎている。一方で、慰霊祭をやるときに物すごい人が来るこ

とも考えると、この公園のマネジメント戦略が論点になるのではないか。 
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 また、牛山委員から、この参加と協働につきましては、これまでも地

域の主体が参画して、この公園を管理してきた背景を踏まえ、行政等が

協力して継承・発展させ、公園を盛り立てていくという感じがいいので

はないかという意見。 

 また、広田委員からは、第１回のメモで、この公園づくりを通じて協

働のまちづくりを推進していくとよいのではないかという意見。また、

今後の計画段階や施工段階、管理運営段階ごとに住民参加の仕組みや運

営方法を考えて行くべきであり、そのためには協議会などといった組織

が有効なのではないか。また、計画段階から人材育成していくことが必

要という意見をいただきました。 

 また、市民ヒアリングでもコミュニティが崩壊している現状があり、

この再生から検討する必要があるといった意見。また、市民が意見を発

することができる場をつくっていただきたいという意見。また、陸前高

田では、さまざまな組織があり、これが一つに組織化されてないという

ことが逆に魅力を感じる部分であるといった意見もございました。 

 また、市民シンポジウムでも本多委員から、一本松の苗を子供たちが

植えて見守っていく活動をするによって、意識が啓発されて非常に意味

があると。主体としては、大人から子供まで参加する工夫をするべきだ

といった意見もございました。 

 これらを踏まえまして、基本方針では、まず東日本大震災により人口

減少、高齢化、もともと進んでございましたが、地域コミュニティの衰

退の懸念について記載してございます。これは震災により、多くの住民

が被災地を離れ、また高台の仮設住宅や他の市町村に移転したというこ

と、またコミュニティを活性化することが真の復興につながるといった

ことを記載してございます。 

 また、２番目に、当地域において市民等の活動の経緯を記載してござ

います。高田松原の保全活動、古川沼の水質改善、また震災後も新たに

多様な主体が陸前高田の復興へ向けてさまざまな活動を進めていること

を記載してございます。 

 この取り組みを踏まえまして、多様な主体による取り組みのあり方を
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記載してございます。多様な主体が公園の整備、管理、運営においてさ

まざまな形で参加、協働する、またそのための体制づくりといったこと

を記載してございます。 

 以上が基本方針の８つの内容でございます。最後でございます。空間

構成の考え方についてでございます。これは、資料２の７ページと資料

１の19ページをあわせてご覧いただければと考えてございます。 

 まず、ゾーニングという形でこれまで第２回、第３回委員会で事務局

から提出させていただきました。しかしながら、有識者委員会や委員ヒ

アリングで何のための場所なのかというのがはっきりしない、どのよう

な空間であるべきかというイメージを整理すべきといった意見。 

 また、池邊先生から、この祈念公園を空間としてどう捉えるかという

中で、ゾーニングという考え方はこの公園に合わないのではないか。施

設機能やゾーニングありきという形でこの公園を語るのではなくて、こ

の公園でどういう空間を尊重すべきかという考え方が重要であり、ダイ

ヤグラムで構造を明らかにするといったご意見をいただきました。また、

その延長で、メモリアルとはどうあるべきか、松林がどうあるべきか、

古川沼がどうあるべきか、築山はどうあるべきかといった考え方が重要

であるということ。また、広田湾の見えない陸前高田は、市民にとって

意味がないが、海が見える築山はそのために市民が行くかもしれない、

そのための意味はあるかもしれないといったお話。また、利用について

でございますが、単に松を植えて、年に１回式典に集まるというだけで

はなくて、ここにコミュニティの文化の舞台を用意できればといった意

見をいただきました。また、広田湾の自然に包まれ、温かい気持ちにな

るような、何事もなかった頃の陸前高田を思い出したり、亡くなった人

に思いをはせたりしながらピクニックができるような、そういう温かな

空間である。陸前高田の昔の風景をしのばせるような空間が大切といっ

たご意見をいただきました。 

 また、広田委員から、前回第３回の委員会におきまして、空間構成の

考え方の流れがよくない。例えば追悼・鎮魂空間がどの場所にあること

が望ましいのかといった整理が必要であり、この機能と場所の関係があ
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れば流れがわかりやすくなるのではといったご意見をいただきました。 

 また、本多委員からもゾーニングの話が最初に来るのではなくて、そ

こで何を行うかが大事ではないか。基本方針を受けて、具体的な方針、

実践項目を掲げて、それを評価していくことがこの公園で必要ではない

か。例えば、以下のような検討が考えられるということで、高田松原の

再生と言うと松林の再生や砂浜再生、古川沼を中心とした自然環境の再

生といったいろいろな意味があるのではないか。また、県の提言におい

て生命の尊さを問い続けるということについても、奇跡の一本松を中心

に祈りの場とすることや、県内で犠牲となられた全ての方々の名を碑銘

として刻むといったことも考えられるのではないか。また、壊滅的被害

を記録し、記憶を継承し、教訓を伝えるについては、震災遺構で津波の

高さを伝えて、どこまで来たのかは桜ラインで伝えることができるので

はないかといったご意見をいただきました。 

 これらさまざまなご意見を踏まえまして、事務局といたしましては、

ゾーニングありきではなくて、基本方針に基づく利活用イメージといっ

たものを想定させていただきました。これは、資料２の７ページのほう

がわかりやすいかと思いますので、こちらのほうで説明させていただき

ます。 

 先ほどご説明させていただきました基本方針が８つございますが、こ

れらの基本方針に対応するような形で、具体的にこの公園でどのような

使い方、使われ方がなされるのかということを13の形でイメージいたし

ました。大きく分けて、「震災への想いと追悼・鎮魂」といった青い囲み、

また「未来への展望」、これは震災後の復興、また教訓の伝承とか、こう

いったことが含まれてございます。緑の囲いで書いてございますが、「気

仙地域のかつての風景の継承」、最後は黄色の囲いで書いてございますが、

「人とまちの安全の確保」、このように４つに分けまして、その中で具体

的な使われ方、例えば「震災への想いと追悼・鎮魂」では、具体的に被

災地を代表した式典を開催する。また、築山から再生されたこの地域の

風景を展望する。また、再生された地域の風景を追悼の想いと逍遙する

といったイメージが考えられるのではないか。また、「未来への展望」に
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つきましても希望の象徴となっている奇跡の一本松を訪れ、またここで

復興関連イベントを開催して、復興のメッセージを発信していくこと、

またこの地域を訪れた人が三陸地域のゲートウェイとしてこの場所を訪

れて、さまざまな情報を入手するようなこと。また、震災遺構や語り部、

また案内板などからこの震災の実用や教訓を学習していく、こういった

具体的な利用イメージがあるのではないか。また、「気仙地域のかつての

風景の継承」では、松苗の植樹や育成により地域人々が育んできた松原

を再生する。古川沼といった気仙地域の郷土の自然とふれあう。また、

集落コミュニティの伝統行事の実施等により地域の歴史文化を継承する。

また、かつて高田松原公園で行われていた憩いやスポーツ、さまざまな

活動がございましたが、こういったことも引き続きやっていくといった

ことが考えられるとしてございます。また、最後に「人とまちの安全の

確保」ということで、地震発生時に津波から避難する。また、津波から

市街地を防御するといったことを掲げさせていただいております。 

 このように、13の利活用イメージという形にいたしまして、これを具

体的な空間、必要な空間というものがございますので、それをそれぞれ

に検討いたしまして、そこを具体的に方針に記載させていただきました。

方針では、８ページ以降に、今当方が説明いたしました具体的な公園の

利用イメージ、利用想定、そういったものを文章化いたしまして、写真

につきましては過去及び現在の陸前高田、高田松原の写真からイメージ

に合うものを掲載させていただきました。資料２でいきますと８ページ

から９ページにかけては、「震災への想いと追悼・鎮魂」ということで追

悼式典、また風景の展望や風景の逍遙といったことを掲載してございま

す。 

 また、資料２の10ページ、11ページでは、「未来への展望」ということ

で、奇跡の一本松に人々が訪れて、ここの空間の象徴性を高めていこう

ということ、またここで復興関連イベントを開催し、メッセージを発信

していこうということ、また高田松原の道の駅、これが再生されて地域

のゲートウェイとして交流人口が拡大していく。また、ここが利用の一

つの拠点となっていくということ。また、震災遺構や語り部、案内板等
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から今回の震災の実情や教訓を伝承していくといったことを掲げさせて

いただいております。 

 12ページ、13ページは「気仙地域のかつての風景の継承」ということ

でございます。８番目には、高田松原の再生ということで、かつての白

砂青松の高田松原の風景の写真を入れまして、ここを高田松原の再生し

ていく場としていくということでございます。また、下では古川沼の写

真を掲載してございまして、古川沼でかつての気仙地域の郷土の風景を

再生し、自然とふれあうことのできる空間を確保するといったことを記

載してございます。また、10番目として伝統行事の話を書いてございま

す。ここの公園では、動く七夕も行われておりまして、また道の駅でも

山車の展示もされておりました。ここでも歴史文化を継承していくよう

な空間を確保するということを掲載してございます。また、下ではかつ

てのこの公園で行われてきた憩いやスポーツなどの活動の行える空間を

確保していくということを書いてございます。 

 最後、14ページは、写真はございませんが、地震発生時に津波から安

全に避難するということ、また津波から市街地を防御するといったこと

を簡潔に書いてございます。 

 最後でございますが、15ページ、16ページの横長の絵をご覧いただけ

ればと思います。当初は、ゾーニングということでこの公園の中をどの

ように分けるかという絵をつけさせていただきましたが、やはりこの公

園の意味というのは、この公園の中を分けることで考えていくのではな

くて、この公園の立地する場所のありよう、それを踏まえて、また震災

後のこの地域の復興のありようを踏まえて基本方針の考え方を示して、

この公園がどういった意味を持っていくのかということをイメージ化す

べきではないかということで、この２枚の絵をつけさせていただきまし

た。 

 15ページの上の図は、震災前のこの高田松原周辺の空間構造でござい

ます。この図は、南のほうから、かつ上のほうから高田松原を中心とし

て鳥瞰的に見たものでございまして、手前が今泉、真ん中が高田のまち、

さらに北上山地や氷上山、また箱根山、そういったものと広田半島、唐
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桑半島、それに囲まれた広田湾というものを書いてございまして、ちょ

っと字が小さくて恐縮ですが、それぞれの場所がどういった意味を持っ

ていたか、例えば高田松原であれば幾度の津波の被害を受けながらも地

域の人々の手により育成され、維持されてきた景勝地であるといったこ

と、また砂浜も海水浴場として親しまれたとか、こういったことを書い

てございます。また、この高田松原だけではなくて、周辺からここはど

のように見えるかといったことも結構重要でございますので、周辺の視

点場のところも改めて記載してございます。 

 16ページでございますが、その空間構造を踏まえまして、今回の震災

の陸前高田市の復興計画及び三陸沿岸道路といった今後整備が予定され

ている状況をここに模式的に入れまして、それでこの公園がこれまでご

説明してきた８つの基本方針、また13の具体的な利活用イメージがどの

ような役割を果たすのかというのを模式的に書き、またどのようなとこ

ろが視点場となってこの公園が景観的に、またどういう意味を持つかと

いうことを書いたものでございます。道路については、黄色い線で書い

ておりまして、ここがこういう状況になって、陸前高田インターが３月

に開通いたしますが、そこからここにおりてきて、ここはどういう地域

のゲートウェイとしての周遊拠点になるといったことも記載してござい

ますし、また周辺の風景を展望するだけではなくて、周辺の視点場、こ

れは箱根山や米ヶ崎などの視点場だけではなくて、高台の市街地からの

視点場としてこの公園はどのような意味を持つのかといったことも記載

してございます。また、この公園の果たすべき役割、これまで説明して

きました防災文化の伝承や、また郷土景観の再生、市街地の防御、また

歴史や文化を継承していくこと、こういったことも記載してございまし

て、この絵をこの公園が広域的に果たすべきイメージとして、構想の最

後に据えたいと考えてございます。 

 以上、大変長くなりまして恐縮ですが、第３回委員会のご意見を踏ま

えまして、このような形で事務局として資料を用意させていただきまし

た。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

【中井委員長】 
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 ご説明ありがとうございました。今日は、これからご説明いただいた

資料について意見交換をさせていただいて、できましたならばこの後パ

ブリックコメントというような段階で、県民、市民の皆さんのご意見を

お伺いするというようなところに入っていければなという思いでござい

ます。 

 それでは、全部というよりは、まずは最初の基本理念並びに基本方針

ということで、資料１で参りますと18ページまで、こちらのほうはどち

らかというとこれまでの皆さんの意見をまとめながら、こういった考え

方で基本構想を構成しておりますというところでございまして、あくま

でもそれに基づいて事務局のほうで作成いたしました素案が資料２とい

うことでございますが、資料２で参りますと６ページぐらいまでのとこ

ろで、まずはご意見を頂戴できればと思います。空間構成の考え方は、

後で少し議論を別にしたいと思いますけれども、当然関係するような場

面も出てまいるかと思いますので、もちろん触れていただいても結構で

すが、まずは資料２で参りますと６ページぐらいまで、資料１で参りま

すと18ページぐらいまでということでご意見を頂戴できればと思います。

どなたからでも結構ですが、いかがでございましょうか。 

 まず、前回委員長代理をされた内藤先生に、まず口火を切っていただ

ければと思います。 

【内藤委員】 

 第一の印象としては、前回の皆さんの意見を丁寧に拾っていただいて、

よくまとまっているというふうな印象を持ちました。事務局は大変だっ

たと思いますが、ご苦労さまでした。 

 内容の話ではなくて、私が多少気になったのは、日本語の文章として

「ですます調」でいったほうが一般市民の方がこれを見られたときの印

象としてよいのではないかと思いました。大きなところとしてはそれだ

けです。内容のあそこはどうだ、ここはどうだという話ではなくて、言

葉遣いについては検討してもいいかなと。特に理念なんかを読むときは、

そのほうがやわらかくなるというか、気持ちが伝わりやすいような気も

しますし、国交省、岩手県、陸前高田市という表書きがつくわけですけ
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れども、ややちょっとかたいかなという気もします。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。これは、今先行して宮城のほうのパブリック

コメントが進んでいるやに聞いておりますが、宮城のほうは「である調」

でやられているのですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 宮城のほうは、「である調」であり、「ですます調」ではありません。 

【中井委員長】 

 必ずしも同じにそろえる必要は多分ないと思うので、ちょっとほかの

委員の皆さんのご意見もお伺いしながら考えることにいたしましょう。 

 ほかの先生方、いかがでしょうか。池邊先生、お願いできますか。 

【池邊委員】 

 前回いろいろ、あと第１回委員会からの私の意見を拾っていただきま

して大変ありがとうございます。 

おかげさまで「静謐」という言葉ですとか、「逍遙」という言葉ですと

か、日本人の使う漢字というのは不思議なもので、漢字だけでも空間や、

そこにつくられる公園の空間的なイメージ、あるいは使う植物のイメー

ジ、そんなものが湧いてくるような気がいたしまして、そういう意味も

含めて一つ一つの言葉をうまく拾っていただいたかなというふうに思っ

ております。 

 私も実は内藤先生と同じことを考えておりまして、先ほど来ありまし

たけれども、今回の一本松とか高田松原については、もちろん市民の方

々だけではなく日本中、あるいは海外も含めていろんな方々が参加とい

うか、思いを込めてきたという、そういうことも含めると、これからも

この公園に対して海外からもいらっしゃるし、あるいは日本全国から一

本松を支援した、あるいは松原を支援した方々も足をお運びになると。

そうなると、まさに基本理念を次のとおり定めるとかという形になると、

先ほど来行政の委員として舟引委員から国の公園とか、あるいは県の公

園としてどう考えるかというお話もありましたけれども、やはりこのも

のを受け取って、一般市民の方が、さあ、自分たちのところにできる公
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園として一緒に参加するよという、そういう気持ちにやっぱりなってい

ただける、そういうような文章にしていただけると、皆さんの気持ち、

あるいは今回修正していただいた審議委員の方々のヒアリングなんかも

いろいろしていただきました皆さんの思いがこの言葉の中に息づいてい

て、脈々と、まだ命が入っていないので、魂が入って、市民の方々の力

でこれからこの基本理念を実際空間へつくっていくという、何かそうい

うスタートができるのではないかというふうに考えます。 

 以上でございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 まずは、学識系の先生方のご意見からお願いをできればと思いますが、

いかがでしょうか。牛山先生、広田先生あたり。 

【牛山委員】 

 私から確認なのですけれども、幾つかの箇所のところで、公園の中に

築山という記述があって、その中で築山の津波エネルギーを減衰させる

ものということがかなり確定的に書いてあるのですけれども、避難施設

としての築山というのは、機能としての一般的な常識になっていると思

うのですが、津波のエネルギーを減衰させるというふうにもう当たり前

のように言い切ってよいものなのかどうなのか、このあたり何か根拠と

して示せるものがあるのかどうかをちょっと確認したいのですけれども。 

【中井委員長】 

 これは、事務局、ご質問ということですので、確認ですけれども、い

かがでしょうか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 この14ページのところでしょうか。 

【牛山委員】 

 何箇所か関連の記述はあるのですけれども、例えばこの資料２であれ

ば、まず４ページの（５）の下のほうに築山等により津波の外力を軽減

するとともにというふうに書いてありまして、ほかにも例えば…… 

【中井委員長】 
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 そうですね、類似の表現が何箇所かあるようです。 

【牛山委員】 

 ええ、そういう表現が何箇所かあって、もう当たり前のように書いて

あるのですけれども、それはそう言っていいものなのでしょうかという

ことなのですが。 

【岩手県県土整備部都市計画課】 

 築山の性格の中には、まさに津波を減勢するというのも考えられます

ので、その内容についてはこれから実際確認していかなければならない

ものであります。一般的には、避難施設という部分もありますけれども、

あわせて今後確認していくということでお願いします。 

【牛山委員】 

 いや、いや。確認するというか、もうほとんど確認されているかのよ

うな書き方されているのですが、よろしいでしょうかということです。 

【中井委員長】 

 舟引委員。 

【舟引行政委員】 

 私のほうから、事務局にかわりまして。 

 盛土、築山の減衰効果につきましては、実は被災のちょうど１年後に

私ども国土交通省としてまとめた指針が幾つかございまして、その中で

津波対策に対する、ちょっと正確な名称は覚えておりませんが、公園緑

地の配置、それからがれきの処理を含めた技術的指針を私ども発出して

おりまして、その中でいくつか津波シミュレーションをやりまして、も

ちろん堤防ほど強い効果はありませんけれども、築山をつくった場合に

その後背地に一定の流速が軽減するということで、高さが低くなるとい

うようなデータを含めまして検証をいたして報告をさせていただいてお

ります。ちょっと今回はそういう資料を示してございませんが、データ

も含めて国土交通省のホームページのほうで公表させていただいている

ところでございます。 

【牛山委員】 

 ありがとうございました。今私ちょっと調べてみたのは、「東日本大震
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災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針」という、多分こ

れだと思うのですけれども、いやいや、結構なのですが、これかなと思

って、それを確認したかったというところがあって、ただちょっと多少

河川とか砂防とかやった人間からすると、確かにこの資料をちょっと見

た感じでは、確かに減衰の効果があるかもしれないとは思うのですけれ

ども、例えば河川構造物が河道の中に橋脚みたいなものと同じような水

の流れの挙動だと思うのですけれども、そういう構造物というのがいい

こともあるのですけれども、思いもかけないことを引き起こすこともあ

り得たりして、しかも今回の震災でそういった構造物が実際に効果を発

揮したということはたくさん事例があるというのでしたらまだいいので

すが、余り強くうたうとどうなのかなというところもありまして、大丈

夫かなという感じがしました。 

 ただ、こういう指針が出ているということは確かかと思いますので、

そのあたりを明記した上で、示していったほうがいいのではないかなと

いうふうに思います。 

【中井委員長】 

 舟引委員、どうぞ。 

【舟引行政委員】 

 もう一言さらに追加をいたしますと、そのレポートの中でも築山、盛

土がすごいパーフェクトな効果を示しているというような位置づけでは

ございませんで、当然のことながら一定の河川堤防、本当に津波のため

の構造物ほどの強化というものではありませんけれども、一定の樹林帯

とあわせて盛り土がある部分については、その中間というのも変ですけ

れども、一定の減衰効果が認められるという部分で、それを計画の中で

活用していくことが望ましいと、こういう趣旨で記述をしてございます。 

【牛山委員】 

 わかりました。それでしたら、ちょっとこれ明記し過ぎかなという感

じが……。趣旨は、非常によくわかりましたので。 

【中井委員長】 

 事務局。 
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【東北地方整備局都市調整官】 

 失礼いたしました。まさに舟引委員が言っていたとおりの技術的指針

を踏まえたものでございまして、どちらかというと祈念公園というより

も県としての防災公園の役割ということで県のほうに答弁をお願いして

しまったところがございますが、具体的には国の指針でも「連続的な丘

状の」とかというような表現もございましたし、また樹林帯についても

「一定の」ということも書いてございますが、その辺をちょっと省略し

過ぎてしまったというきらいもございますので、この辺につきましては、

そういったことがないようパブコメ等に向けて、正確な記述に努めてま

いりたいと考えてございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 広田委員、どうぞ。 

【広田委員】 

 全体としては、皆さんのご意見と一緒で、これまでの検討の経緯を非

常に丁寧におろされて、よい中身になっていると思います。 

 表現なのですけれども、私もどちらかというと「ですます調」の方が

いいのではないかなと。宮城県が「である調」なら違いを示したいなと

いう、そういう気持ちもあります。岩手は、全体として地味だけれども、

地域に寄り添うみたいなイメージでやってきているので、私も「ですま

す調」のほうがいいかなと思います。 

 それから、資料１の歴史的風土と自然環境の再生のところでですね。 

【中井委員長】 

 資料１のほうですね。 

【広田委員】 

 資料１のほうの14ページです。もう少し歴史的な部分も書き加えても

いいのかなと思いまして、今泉地区のまちなみであるとか、今回文化財

の被災の象徴であるような吉田家の話だとか、宿場町だったわけですけ

れども、今泉街道と浜街道という、そういう交通の要衝であったとかと

いう少し歴史的なところも加えてもいいかなというのがあります。 
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 それから、もう一つは、気仙川については、サケが遡上して、サケ漁

が非常に活発だったところで、市長の地元では村上道慶さんの碑があっ

て、そういうサケ漁をめぐる高田町と気仙町の仲介をして命をなげうっ

たというような話があるわけなので、何か気仙川が出るのだったら、か

つてサケが遡上して非常にサケ漁が活発だったとか、そういうような表

現をちょっと入れてもらったほうがより歴史的風土というところは充実

するかなというふうに思います。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。ここの部分の修正は事務局のほうでよろしく

お願いいたします。 

 ほかには、本多委員、涌井委員いかがでしょうか。 

 涌井先生、宮城のほうをやられておられますけれども。 

【涌井委員】 

 「である調」の宮城を担当しておりますが、これはやっぱり議論の趨

勢といいますか、それによっておのずと違ってくるのではないかという

気がしますので、私はむしろこちらのほうは「ですます調」のほうがい

いのではないかなと。 

 それから、さまざまなご議論が重ねられたということは、私は欠席し

ておりましたけれども、その後伺っていまして、そういう観点からも非

常に広範にいろんな意見が拾われていて、しかもなおかつまとまってい

るという点では、事務局は本当によくやられたなという印象がございま

す。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 本多先生はいかがでしょうか。 

【本多委員】 

 地元でありながら遅れて来て申しわけありませんでした。 

 昨年構想会議の委員として参加しておりました関係から、昨年の経過
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を踏まえてという視点で、今回読ませていただきました。概ね、よくま

とめていただいたのではないかと思います。若干、景観的にここを取り

上げるべきかどうかということはありますけれども、後でそのことは事

務局にお話ししたいと思います。よろしくお願いします。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 それでは、行政委員の方にお願いしたいと思いますが、まずは戸羽市

長からお願いできますでしょうか。 

【戸羽行政委員】 

 これはパブリックコメントに求めればいいことだというふうに思いつ

つも、また私どもの奇跡の一本松というところをシンボリックなものに

しているという中にあっても、多分遺族の方から何か言われるのではな

いかなというふうに思うところが基本方針の２ページにあります。「失わ

れたすべての生命（いのち）の追悼・鎮魂」と（１）でありますが、こ

こで確かに道徳的に言えば命あるものは草花も人もみんな同じなのです

が、ただこの書き方ですと、今まだ遺族で立ち上がれていない人たちが

いる中で、人の命も木の命も同じだよというふうに捉えられたときに。 

 ですから、私は最終的にはこれでいいのだと思うのですが、人の命と

いうものと、最終的にここの最後の段落で、「この失われたおびただしい

い生命（いのち）」とやってしまうと全部一緒になってしまう。ここの少

しテクニックで、やっぱり人の命というところと、その他の命というと

ころが何となく少し分かれるような感じにしていただかないと、パブリ

ックコメントの中で、多分何か出てくるかなと。一本松をクローズアッ

プさせておきながら私が言うのも変なのですが。でも今の段階ですと、

これは多分10年後ぐらいだと全然違うのだと思うのですけれども、ちょ

っとそこは気になりました。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 この部分は、県の構想会議のときにどういう表現をしようかと大分悩
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んだところでもあったのですけれども、もう少し今回もまた悩んでみた

いと思います。 

 ほかの行政委員の皆さんいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、また後で戻っていただくといたしまして、おおむね基本理

念、基本方針については多少ご意見等、あるいは表現等、それから大き

な話として「ですます調」がいいのではないかというご意見がかなり出

てまいっているところでございます。 

 それでは、続いて７ページ以降、資料２ですと７ページ以降に空間構

成の考え方ということで、これは今回わりあいと新しい、特に７ページ

の図、ダイヤグラムですとか、それから一番後ろに空間構造という形で

イメージ図というのでしょうか、そういうものがつけられております。

資料１でまいりますと一番最後のページになりますので19ページ、20ペ

ージ、資料２でまいりますと７ページ以降でございますが、こちらにつ

いてご意見頂戴できればと思います。いかがでございましょうか。 

 基本的にはゾーニングというような、割と空間を切り分けていくとい

うよりは、少しこういう場所でこういうものをというのがここの場所は

多分相当重なり合っていくのではないかというようなイメージなのかな

と私も考えているところで、その重ね合わせがなかなかうまく表現しき

れているかどうかといったあたりかなと思って聞いておりました。いか

がでしょう。 

 このあたりは、また内藤先生からでよろしいですか。 

【内藤委員】 

 これは多分普通の方が見てもわからないので、しようがないかなとい

うところがあります。この後の部分の話でもいいですか。 

【中井委員長】 

 はい、どうぞ。 

【内藤委員】 

 ここで写真が使われていますが、ご面倒ですが、できたらいい写真を

使ったほうがいい。やはりイメージですので、それを厳選して使われた

ほうがいいという印象がありました。 
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 それから、極めて些末なことですけれども、最後の15、16ページの全

体図がありますけれども、できたらこれを立てていただきたい。普通見

ていて、このページだけ横にして見るというのは、見る側にとってはス

トレスがたまります。実は、私はいろんな委員会でそういうふうに全部

お願いをしておりまして、一般市民の目に触れるものはみんな同じ方向

で見れるようにというお願いをしています。内容そのものではなくて、

どのように見られるか、どのくらい熱意をもって伝えようとするか、と

いうのは、こうしたところに現れてしまいます。非常に些末なことです

が、お願いしたいと思います。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。写真については、今、広田委員からも同感で

すというご意見がありましたけれども、厳選する際の視点というのでし

ょうか、何かヒントいただけますかね。 

【内藤委員】 

 これは本多先生のほうがご存じかもしれませんが、ただこれはちょっ

と、例えば畠山直哉さんの陸前高田の写真を見て、あれはあまりに研ぎ

澄まされ過ぎているかもしれないけれども、やはり伝わり方がまったく

違う。写真を撮っている方が随分いらっしゃるので、そういうものの内

で非常に質の良いもの、なるほどみんなかつての松原の写真だなと思え

るようなもの、そういうのを教えていただいて使ったほうがいいと思い

ました。みんなが、なるほど、そうだよね、と思えるような写真が必ず

どこかにあると思いますので。本多先生がそのあたりは心当たりがある

かもしれない。 

【中井委員長】 

 広田先生、本多先生、そのあたりいかがですか。 

【広田委員】 

 １つは、なるべく明るい写真のほうがいいかなと。これイメージの写

真として使われているので、それぞれ①から⑬までありますけれども、

それぞれの項目を象徴するような明るめの写真がいいかなと。例えば⑪

は、スポーツなどのさまざまなとありますけれども、これ何か霧が出て
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暗い松原の写真で、前に出てきたやつとイメージがかぶりますから、ち

ょっと明るく若い人が運動している写真のほうがと。 

 この一枚一枚の写真もそうですし、全体としてこういうような活動が

できる場所なのだというのを組写真の考え方でいったほうが、似た写真

がちょっとありますよね、タピックが２つ写っていたりとか、松原も似

たような写真になっていますので。そういう意味では、ある程度写真の

技術のある人が撮った写真のほうが望ましいとは思うのですけれども、

年度末の締め切りもあるでしょうから、そこら辺はできる範囲でという

ことかなと思います。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 本多先生、いかがですか。 

【本多委員】 

 今お話がありましたけれども、地元に写真を撮影した方々がいっぱい

おりますので、これからでも遅くないので、選んでいただければいいか

とは思いますけれども。 

 協議内容からは外れますけれども、ここに高田松原の海水浴の賑わい

の様子、そして、石川啄木の「いのちなき砂のかなしさよ……」の歌碑

を建立した時に金田一京助先生がおいでになって、近くに松を植栽して

いる様子を示す写真がありましたので、ご紹介させていただきました。 

【中井委員長】 

 事務局、対応できそうですか、委員の先生方にご協力を多分お願いす

ることもあろうかと思いますけれども。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 写真がなかなか手に入らなかったというのが正直なところでございま

して、それこそ陸前高田の写真集などから引用せざるを得なかったとい

うところがございました。 

【戸羽行政委員】 

 うちのほうで本多先生とお話しさせていただいて、後ほどちょっと。 

【東北地方整備局都市調整官】 
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 ありがとうございます。 

【中井委員長】 

 ぜひよろしくお願いします。 

 池邊委員、どうぞ。 

【池邊委員】 

 今の写真の話もそうなのですけれども、私は先ほどからちょっと気に

なっていることがありまして、陸前高田というか、この地方はいろんな

住民説明会を開いても女性の方は伝統的にあまり出ないのが習慣だと。

家の中では奥さんたちは多分ぎゅっと締めていらっしゃるのでしょうけ

れども、一歩下がって後ろに立って、男の方が住民参加とか、そういう

ところに出ていらっしゃるということで、やはりこの写真の中にも、ひ

とつはやはり子供たちの姿、これからの子供たちがこの公園でどういう

アクティビティな何かあれが、これからの陸前高田の賑わいというのを

担っていく子供たちの姿、あとは集落のコミュニティなんかも歴史・文

化を継承するというのも、何となくこれも大人だけのような感じがして

しまうので、やはり子供たちに何か伝えられるとか、あるいは古川沼な

んかも来園者が地域の自然とふれあうことができるということになって

いるのですけれども、古川沼のあるようなこういう場所というのもやは

り自然観察として子供たちの環境を教育としても大事なので、やはり子

供とか、あるいはお母さんとか、そういう人たちがまさにこの中に参加

できて、そういう新しい活力がこの公園から生まれていくという、そう

いうことがこの写真の中にも入ってくるといい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。写真はメッセージ力が非常に強いので、慎重

にというとあれですけれども、適切なものを選んで載せるということに

させていただこうと思っていますが、写真以外のところでももしご意見

がいろいろあろうかと、写真だけではなくて絵も非常にメッセージ力が

強いので、そういうあたりもいろいろコメント、ご意見いただければと

思います。いかがでしょう。 

 涌井委員、どうぞ。 
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【涌井委員】 

 ゾーニングという手法をとらないほうがこうした空間にとっては望ま

しいというご意見は、私もそのとおりだというふうに思うのです。こう

いう空間構成の考え方を基本方針、利活用イメージ、空間イメージとい

うふうに横に水平に切っていきますと、結局重なり合うというか、そう

いう部分が非常に見えにくくなってくる。だから、こういう水平的な切

り方よりも、むしろ真ん中に追悼・鎮魂というのがあって、そこに８つ

の丸がくっついていて、これが基本方針で、そこを何といいますか、巴

のような形で、濃淡がある形でつながっていて、それぞれの要素がある

というような図のつくり方のほうがむしろ将来を縛らない、そしてそう

いう意味でいえば、多様な市民が参画しやすい、読み解きやすい図にな

るのではないかなと。ここへ来ますと、どうしてもここから次へ行って、

結論というふうになると、ゾーニングとこれがどこが違うのというと、

どうしてもゾーニング方向に流れてしまう心配があるので、もう少し混

沌としたほうがいいのではないかなというのが私の意見です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。実は事務局のほうでそれに類したようなもの

を試しにつくってみた経緯は今回あるのですが、ちょっとどうかなとい

うので、今回資料の中に入っていないのですが。今ありますか、ちょっ

とぱっとここで見せて、こんな感じのイメージでつくってみたのですが

と。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 没になった包含図で真ん中に追悼・鎮魂があって、未来の話があって、

かつての風景の継承があってというような、こんなようなものをつくり

始めたのですけれども、ちょっとあまり美しくないということで。 

【中井委員長】 

 美しくないというか、うまくそれが何を表現しようとしているのかと

いうのがちょっとわかりにくかったので、今回の資料には入れてないの

ですけれども、少しそれももうちょっと手を入れて頑張ってみましょう

か。というようなこともちょっと涌井先生のご意見ということで検討材
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料にさせていただければと思います。 

 ほかにはいかがでしょう。 

 牛山先生、どうぞ。 

【牛山委員】 

 大変今さらな指摘で申しわけないのですけれども、ちょっとどうして

も気になって、古川沼というのは古川沼として形状的に再生するという

のはもうどこかでお決まりになっている話なのでしょうか。 

【中井委員長】 

 これは事務局どうですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 古川沼と川原川の災害復旧事業というのはもう採択されてやっていく

ということで、あと堤防を含めて一体化したところをああいう形にして

いくという方向では進んでいると認識してございます。 

【牛山委員】 

 古川沼は、今は消滅していますけれども、原形復旧するというのはも

う話としては決まりで、古川沼は公園の中のものになりますけれども、

それは決まりなのでしょうか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 基本的にはそういった方向で考えています。公園でもあり、かつ河川

でもあるというところもございますので。 

【牛山委員】 

 河川だから、形は変えないのですね。 

【中井委員長】 

 前と元通りの全く同じということではないと思いますけれども。 

【牛山委員】 

 そもそも論で言うと防潮堤の即後方に水面があるというのは、多分あ

まりよくないですよね。そういう議論というのはどこかで行われたのか

どうなのか、ちょっと不安はあったのですが、それはわかりました。そ

れは動かせないということであれば、それは運命だと思って受け入れる

しか。 
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【中井委員長】 

 県、どうぞ。 

【岩手県県土整備部道路都市担当技監】 

 事務局の岩手県でございます。古川沼は、災害復旧のほうでやってい

くのですが、例えば細かい護岸の微妙な位置とか、そういうことは多分

若干調整の余地はあって、防潮堤とかのとり合いの関係とか、そういう

ことで詳細にはこれから詰めていく部分があるというふうにご理解いた

だいて結構かと思います。 

【牛山委員】 

 だから、防潮堤の即後方に水面があると防潮堤の洗掘につながるとか、

そこを通じて津波が先に広がっていくとか、いろんな影響があり得るら

しいので、それは今回の東日本のほうの、特に仙台平野のほうでそうい

う効果があったという話も聞きますので。わかりました。この公園の本

筋の話ではないので、深くは申しませんが、何らかの検討がなされると

いうことでよろしいですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 堤防の後側のところは景観上の問題もございますので、県のほうで背

面盛土を計画してございます。それと古川沼の取り扱いにつきましては、

市のほうとも県のほうでいろいろ調整しながら進めているというような

のが実態でございます。 

【中井委員長】 

 はい。 

【牛山委員】 

 あと関連してもう一点なのですけれども、これも非常に細かい話で恐

縮なのですが、資料３のほうの22ページのところに、まさに古川沼等も

含んだ断面図がございますね、防潮堤の形も含めた。 

【中井委員長】 

 資料３は、参考資料のほうですね。 

【牛山委員】 

 そうです、表題はそうです、参考資料というやつですね、基本構想参
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考資料というやつ。 

【中井委員長】 

 22ページ。 

【牛山委員】 

 22ページに断面イメージの図がございます。この図がたしかちょっと

一部で話題というか、問題になっていたと思うのですけれども、防潮堤

の前面のところに松原を再生するということになると思うのですけれど

も、これが何か意味があって書かれたのかどうかわからないのですが、

海岸線から防潮堤のほうに向かって斜面を描くように盛土するという書

き方しているのですね。これによって、防潮堤の有効高さを下げようと

しまっているのではないかというのがたしか以前にどこかで問題になっ

たと思うのです。そのあたり、その後どういう話で展開しているのか私

は承知をしていないのですが、もしこのスロープ的な書き方に本当に意

味があるのやら、ないのやら、ちょっと確認してみないと、これは結構

このままひとり歩きしそうな図なので、ちょっと要注意かなという気が

するのですが、どうでしょうか。 

【中井委員長】 

 この22ページの断面イメージの図、これは陸前高田の復興計画からの

引用というか、そちらのほうの図をそのままこちらに使っているという、

そういうことですよね。 

【陸前高田市建設部都市計画課長】 

 それでは、陸前高田市役所の都市計画課長からお答えいたしますが、

この22ページの断面イメージは、正直古いものでございまして、当初の

復興計画時点での一つのイメージというものでございます。今先生から

お話あった傾斜、防潮堤に向かって高くなっていくということですが、

こちらの松原より保安林としての復旧につきまして、現在県の農林サイ

ドのほうで計画を詰めておりますけれども、今のところは堤防に高くな

っていくのではなくて、松原部分の真ん中を高くして、両側へ下がって

いくと。 

【牛山委員】 
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 もとの地形に割合に近いものと、もとの地形もそうですよね、一線堤

と二線堤の間ちょっとだけ盛り上がってということですよね。 

【陸前高田市建設部都市計画課長】 

 おっしゃるとおりです。参考資料は少し古い図ということでご理解い

ただきたいと思います。 

【牛山委員】 

 たしかその件が何か問題になったときがあったと思いましたので、こ

ういうのは慎重にしておいたほうがいいかなと思いました。一言申し上

げさせていただきました。ありがとうございます。 

【中井委員長】 

 ありがとうございました。 

 本多委員、どうぞ。 

【本多委員】 

 今いろいろとお話しになっておりますけれども、実は過日、高田松原

の関係者の打合会というのが開催されて、私も話し合いに参加させてい

ただきました。そこで感じたことは、今ここで話題となっている古川沼

の話、河川の話、堤防の話、松の植栽の問題、それから養浜の問題につ

いて、関係者が一堂に会して共通理解を図るところがあったほうがいい

のではないかと思いました。この前は、今、牛山先生からお話あったこ

とについては、私もいろいろと勉強させていただきました。例えば、高

田松原の松の植栽に関してもお話がありましたが、それは、満潮時に最

大に松の根が伸びたときに届かないような深さに盛土をするとか、その

他は先ほどお話があったのですけれども、松原の第一線堤と第二線堤の

間の盛土の仕方がすこし山型になるとか、共通理解を図る場として、私

はよかったなと思っております。今後、この委員会で話し合いを進める

際に、必ず話題になる部分が多々あると思います。どこかで共通理解を

図る場があったほうがいいのではないかと思っております。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。これはどうしましょう。 
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 市のほうから。 

【陸前高田市建設部都市計画課長】 

 前回のこちらの会議の中でも縦割りにならないようにというお話がご

ざいましたけれども、今回の復興祈念公園の検討というのは、確かに行

政各部にまたがってございますので、この有識者委員会の下に各担当レ

ベルでの情報共有を持つための会議を持たせていただいておりまして、

今、本多委員からもお話がありましたような松原も含む、先ほどの古川

沼等々も含んだ全体の総合調整を図っておるところでございます。それ

ぞれ今作業、あるいは検討の途中という部分もございますので、委員の

先生方にもよい機会にそういった部分を共有させていただく時間を持ち

たいと、これについて東北地整さんとも詰めさせていただきたいという

ふうに考えております。 

【中井委員長】 

 はい。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 行政ではそういった形で国、県、市でこの委員会の合間とかに行って

おり、第１回委員会で簡単にはまとめておりましたけれども、実を申し

ますと日々いろいろと進展して変わってきているところが多うございま

す。この第１回の委員会から半年近くたっているのですけれども、それ

でも随分変わったところもございますので、次回の委員会を年度明けに

予定してございますが、そのときに改めまして、今の関連事業の状況と

か、そういったことも整理してご提示させていただければと考えてござ

います。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 広田委員、どうぞ。 

【広田委員】 

 この空間イメージの最後の16ページの図面なのですが、先ほど涌井先

生がおっしゃったような模式図的に改めるのであれば、これが使わない

ことになればあまり言うこともないですけれども、仮にこういうものを
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使おうするときにちょっと気になるところがあって、この図の中に文章

というか、言葉で表現されていますね。例えば「教訓の伝承と津波防災

文化の継承」という表現なのですが、ずっと読んでいく立場からすると、

この７ページに利活用と空間イメージの関係という整理された表があり

ますよね。この空間イメージないしは利活用のイメージで、これ４色に

なっているわけなのですけれども、やっぱりここで使われた言葉がこの

図のほうにも同じ言葉が入っているほうがわかりやすい。この表現が微

妙にちょっとずつ違っているので、前段の部分とどうつながっているの

かというのがちょっと見えにくいなというのがあります。ここがですね、

それがちょっと一番気になった点で、あともう少し大きくしないと、こ

れだと読めない。私も大分辛くなってきていますので、もう少し大きく

するということです。 

 それから、３点目が「３．空間構成の考え方」というタイトルなので

すが、この空間構成という言い方が普通の市民の方にはちょっとわかり

にくいのではないかなと。むしろこれ素直に空間イメージとか、公園イ

メージとか、もう少しわかりやすい表現のタイトルにしたほうがいいの

ではないかなと。空間構成という言葉は少し難しい。 

【中井委員長】 

 ちょっと専門的な用語ではありますよね。 

【広田委員】 

 そうですね。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。今の感じですと、最後の先ほど涌井先生が言

われた模式図はできれば追加ということで、15、16ページはぜひパブリ

ックコメントでもこれでいけないかということなので、今の広田先生の

ご意見をちょっと踏まえて修正をお願いしたいのと、先ほど内藤先生か

らもありましたけれども、これは横にぱっと開いて見るようにするので

しょうかね、やっぱり。大きくするためにね、Ａ３の折りたたみのよう

なイメージでいくのでしょうか。すみませんけれども、対応をよろしく
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お願いします。 

 行政委員の皆さん方、いかかがでしょう。 

 戸羽委員、どうぞ。 

【戸羽行政委員】 

 13ページの⑩の七夕の写真が貼ってあるところの文章なのですが、ち

ょっと事実と違うことが書いてあるので、市民から言われると思うので、

直していただきたいのですが、道の駅高田松原でうごく七夕が行われて

いると書いてあるのですが、これは違うのです。うごく七夕は町内でや

るのです。終わった後、お盆に帰ってくる人たちのためにここに展示を

しているということなので、ここちょっと直してもらえればなと思いま

す。 

【中井委員長】 

 一斉展示されているのですよね、たしか。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 牛山委員、どうぞ。 

【牛山委員】 

 私も何回か発言させていただいた何らかの記念館とか、研究教育施設

についての言及、これは基本構想の中で（４）ですか、４ページのあた

りに市が中心市街地に整備予定の記念館や他の被災地との連携を図りな

がらという形で書き込んでいただいたということで、これはここの中で

は、このあたりが精いっぱいな表現かなとは思うのですが、ただちょっ

とこれはもしかすると、我々議論を重ねてきた人間からすると、ここに

その記述が来たなというのはわかるのですけれども、初めて見た人たち

にとっては、やっぱり公園と記念館というのは多分結構一体のもののイ

メージを、特にシンポジウムのときに与えてしまったように私は懸念し

ているので、ちょっともやっとした書き方過ぎるかなという感じもいた

します。ですから、公園の中にはそういう記念館というのは、はっきり

予定はしていないわけでございますので、それがわかるように、ちょっ

と書きにくいのかもしれませんが、さっきの最後のほうの16ページのゾ

ーンの図の中に、市街地のどこかに何かそれらしいものを書いてしまう
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と、そうすると引っ張られるかもしれないけれども、それでこの公園の

ゾーンの外の連携するものとしてそういうものが考えられているのです

よというようなイメージの仕方なんかは一つのあり方かもしれません。 

 本当は記念館というものに、例えば具体的にこういった機能が期待さ

れるというところまで本当は踏み込んで書けるといいなとは思うのです

が、その辺はちょっといろいろ難しいところはあるかなとは思います。

この記念館の構想というのは全然具体的なものになっていないというふ

うに私は伺っておりますから、まさにこれから議論が始まるところだと

思いますけれども、やっぱりここの理念の中で研究教育フィールドとか、

そういった書き方もあって、単なる展示物を置く場所みたいなものであ

ってはならないと思うのです。その辺、どこへそれを書いていったらい

いのかちょっと悩ましいところではあるのですが、もう少し踏み込んだ

書き方をすると、今後の記念館の議論の一つの足がかりになる、例えば

公園の構想の中でもこういった提案がなされているとか、こういった理

念が示されているとかというと話のスタートになるのではないかなとい

う気はいたします。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

 本多委員、関連するご発言でお願いいたします。 

【本多委員】 

 今、牛山先生がお話ししたことに関係しますけれども、現在旧生出小

学校校舎を仮設博物館として文化財保存修復の作業をしているわけです

けれども、これから博物館を建設する方向で検討がなされていくわけで

すけれども、そのときに記念館と博物館のすみ分けというか、そういう

ことも念頭に置いていかなければいけないなと考えております。博物館

としては以前から、今回の震災については、特別に展示スペースを設け

ていかなければならないだろうと考えておりましたけれども、その際、

充分検討していかなければいけないかなと思っております。具体的には、

例えば震災遺構ではなく、震災遺物というのがあるわけですけれども、

アメリカまで漂流した高田高校の船が今現在博物館に保管されています
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けれども、これは一例ですが、いろんな震災遺物が残っているわけです。

そういうものを効果的に活用していく方法が考えられますが。どういう

ふうにすみ分けていけばよいか、皆さんからのご意見がございましたら

お伺いしておきたいなと思います。 

 以上です。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。 

記念館と、それから総合文化会館という名前ですか、一応中心市街地

で予定をされていると理解をしていますけれども。 

それでは市長から。 

【戸羽行政委員】 

 市で整備をさせていただくということで、もちろん皆さん専門家の方

々からもいろいろとアドバイスなど頂かなければいけないというふうに

思っていますが、国道45号、道の駅をあのエリアにということで、今日

川崎部長も来ていらっしゃいますが、道の駅の機能をつけるに当たって、

そこにも一定のものは何かというふうに我々としては考えたいと思って

います。 

 例えば一本松に関するものだけでもいっぱい来ているのです。価値の

あるものもあれば、一般の方々がくださったものもありますけれども。

でもそういうものをやっぱり見せていくということ、あるいは震災とい

うものについて見せていく。あるいは我々が復興をしていく中で、例え

ば全国青年市長会というのがあって、復興応援センターという看板をつ

くって、きのう解散式をやりましたけれども、そういう看板とかもある

わけですよ。そうすると、そこにはちゃんと物語があるわけじゃないで

すか。陸前高田が被災をして、全国の自治体が、青年市長会という仲間

が来て、そして陸前高田の復興に携わったのだよと。あるいはこの公園

だって、ただできたわけではないよと。大学の先生方にみんな来ていた

だいて、そういうこともちゃんと見せていかないと、結局それが伝承に

なっていくのだと思うのです。ですから、そこのすみ分けはどういうふ

うにしていくかということは今わかりませんが、いずれ展示をしなけれ
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ばいけない。あるいは皆さんに、後世に伝えていかなければいけないも

のというのはいっぱいありますので、そこのコンセプトをきちんと、そ

の建物、建物の役割を果たすもの、コンセプトを明確にしていきながら、

これからやっていきたいと思っていますので、これからも皆様方のまた

アドバイスを頂きたいと、そのように思います。 

【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。国や県の委員の皆さん、いかがでしょう。 

 佐藤委員、お願いします。 

【佐藤行政委員】 

 岩手県でございますけれども、委員の皆様方、非常に丁寧にさまざま

な分野にご意見いただいて、素案としては県で昨年度まとめさせていた

だきました提言の流れも非常に踏まえたものだったというふうに思って

おります。そういう意味では、本当に何度も時間をとっていただいた先

生方皆さんに感謝を申し上げたいと思います。 

 ただ、具体的にこれからいろいろ、今、市長さんからお話がありまし

たけれども、そういう具体的な部分のすり合わせ等についても、これか

らこの構想の後になってくるかと思うのですけれども、その辺でまたい

ろいろご意見いただくことで私ども具体的な事業化につなげていきたい

と思いますので、これからもよろしくお願いいたします。 

【中井委員長】 

 ありがとうございます。大体それぐらいでよろしいでしょうか。 

 ちょっと私から、先ほど築山の話がありましたけれども、やっぱり公

園からの避難路整備というのが非常に重要なので、これは既に書いてあ

りますけれども、十分強調していただければと思います。特に海岸線に

沿ってではなくて、山のほうに真っすぐ行く避難路ですね、そういう整

備についてはこの公園が公園であるためには、その避難路なしにはあり

得ないというような施設だと思いますので、十分に強調していただけれ

ばと思います。 

 今ちょっと今後の話も出ましたけれども、それではスケジュールのほ
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うを事務局からご説明いただけますでしょうか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 今後のスケジュールについてでございます。資料４の一枚ものをご覧

いただければと思います。今後のスケジュールでございますが、本日第

４回有識者委員会ということでございます。この後、パブリックコメン

トを、年度またいでしまいますが、３月下旬から４月中旬ぐらいまで、

宮城では２週間行いました。決まりはないのですが、２週間以上という

ようなことですので、適切な期間をパブリックコメント期間という形で

とらせていただければと思っております。そのパブリックコメントにか

けるべき案は、今回もいろいろご意見をいただきましたので、ちょっと

修正させていただいた上で、また委員各位にご確認いただいた上で行っ

てまいりたいと思っておりまして、スケジュールといたしましては来週

中にも修正版という形でご提示させていただきまして、３月下旬ですの

で、24日の週の途中ぐらいからでもパブコメができればなと考えてござ

います。 

 その後でございますが、パブコメの意見を整理した上で具体的な対応

方針案をつくる作業を行いまして、第５回有識者委員会をゴールデンウ

イーク前後に実施したいと考えてございます。これはまた日程調整させ

ていただきまして、日時を決めたいと思います。今回の委員の先生方か

らいただいた意見を踏まえまして、ご確認した上で、パブリックコメン

トに臨むのですが、パブリックコメントにもさまざまな意見が来ること

が想定されますので、その中で主立ったものとか、特に構想の変更を要

するようなものとか、そういったものにつきましてはこの委員会でご議

論いただければと考えてございます。その後、５月中に基本構想を公表

して、来年度の基本計画の検討は2014年第２四半期と書いてございます

が、具体的に立ち上がっていくのは、当方も発注手続等もございますの

で、７月ぐらいからまた基本計画の検討に入ってまいりたいと考えてご

ざいます。 

 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。委員の皆さんから、後でお気づきになったと

ころについて受けとめられるというのは今週いっぱいぐらいまででした

か。 

【東北地方整備局都市調整官】 

 今週いっぱいか、来週の頭ぐらいまでにはいただいて、それを踏まえ

た修正版を作成いたします。 

【中井委員長】 

 もう早目早目に事務局には作業をお願いしておりまして、できる限り

パブコメまでに皆さん方のご意見を反映したものをつくりたいと思いま

すので、もし何かございましたら事務局のほうにお伝えいただければと

思います。 

 最終的にパブコメに出すところの調整については、申しわけありませ

んが、私にご一任いただければと思います。よろしくお願いをいたしま

す。 

 それから、次回はパブリックコメントの後ということになりますけれ

ども、日程についてはまたそちらのほうで調整していただけるというこ

とですので、本日は次回の日程までは決めないということでございます。 

 

４．その他 

 

【中井委員長】 

 何か全体を通して委員の皆さんからご意見ございますでしょうか。 

 

（発言なし） 

 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日の第４回岩手県における復興祈念公園基本構想検討調

査有識者委員会の審議は、これまでとさせていただきたいと思います。 

 事務局のほうにお返しをいたします。 
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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。４月下旬から５月上旬ごろに開催予定の次回の

委員会には、先ほどもご説明いたしましたとおり、パブリックコメント

の結果を踏まえた基本構想の最終案をお示しし、ご意見を頂戴するとと

もに、また今後の検討事項についても整理できればというふうに考えて

ございます。 

 それでは、これをもちまして第４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 ６時１５分） 


