
 

 

 

 

 

 

第５回岩手県における復興祈念公園 
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             日 時：平成 26 年５月 27 日（火）14：00～16：00 
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１．開 会 

（午後 １時５９分） 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長】 

まだ定刻にはなっておりませんが、委員の先生方が皆様おそろいですので、ただいまか

ら第５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資料の確認をいたします。ダブルクリップでとめております、次第

が一番上にある資料をごらんください。 

上から順に、次第、出席者名簿、座席表、配付資料一覧、そして、資料１「第４回委員

会での意見の概要」、資料２「高田松原津波復興祈念公園基本構想（案）パブリックコメ

ントで寄せられたご意見に対する見解・対応」、続きまして、パブリックコメントの際に

用いましたチラシ、資料３「地元関係者ヒアリングの概要」、資料４、パブリックコメン

トの際に用いました「高田松原津波復興祈念公園基本構想（案）」、資料５「高田松原津

波復興祈念公園基本構想（案） 参考資料」、資料６「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基本計画検討に向けた課題」、そして最後、資料７「今後のス

ケジュール（予定）」でございます。 

また、委員席には、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。 

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、録音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。 

それでは、開会に当たりまして、委員長の中井先生からご挨拶を頂戴いたします。よろ

しくお願いいたします。 
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２．委員長挨拶 

 

【中井委員長】 

お忙しいところお集まりいただきましてまことにありがとうございます。 

本日は、年度をまたぎましたけれども、第５回の最終回の会議となります。本日は、取

りまとめということで最終的な成案を得たいと考えておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

簡単ではございますが、これで挨拶にかえさせていただきます。 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長】 

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紹介させていただきます。 

本日ご出席の委員及び行政委員の皆様につきましては、配付いたしました出席者名簿の

とおりでございます。学識経験者の委員の先生方は全員ご出席、行政委員につきましては、

代理出席の方が３名ございますが、全員出席となってございます。 

行政委員を除きました委員の皆様全員がご出席であり、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。 

ここからの進行は中井委員長にお渡ししたいと思います。中井委員長、よろしくお願い

いたします。 

 

３．議 事 

 

【中井委員長】 

それでは、さっそく議事に入りたいと思います。議事としては、本日は４点用意されて

おります。まず、（１）の第４回前回委員会での意見の概要でございますけれども、これ

は報告事項でございますので、これだけご説明いただいて、その後、質問がもしございま

したらお受けしたいと思います。その後、（２）と（３）になりますけれども、本日の主
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題であります基本構想案に対するパブリックコメントで寄せられたご意見とその対応にか

かわる議事について審議をしたいと思います。そして最後に、今後の基本計画検討に向け

た課題とスケジュールにかかわる（４）について審議をしたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、（１）前回委員会の意見の概要について、事務局よりご説明をお願いいたし

ます。 

【東北地方整備局都市調整官】 

事務局を務めます東北地方整備局都市調整官の脇坂でございます。 

それでは、まず私から、前回委員会の意見の概要と、前回委員会から２カ月ほどたって

ございますので、その間の経緯につきまして、あわせてご説明したいと思います。お手元

に資料１と、基本構想（案）の資料４もあわせてご用意いただければと思います。 

前回、第４回委員会でございますが、「3.11」の前日、３月10日にこの場所で開催され

ました。この際に基本構想の案を提示いたしまして、ご意見をいただいたということでご

ざいます。 

その際の意見の概要でございますが、まず、全体につきまして、これまでの検討の経緯

などを丁寧に拾っており、まとまっているといったご意見をいただきました。 

また、言葉でも空間のイメージや植物のイメージが湧いてくるようであり、うまく拾っ

ていただいたというご意見を池邊委員からもいただいてございます。 

また、文章は「である調」から「ですます調」にしたほうがいいという意見がございま

したので、全体を「ですます調」に修正させていただきました。 

また、内容についてでございますが、基本方針につきまして戸羽市長から、失われた全

ての生命（いのち）の追悼・鎮魂については、道徳的には草花と人の生命（いのち）は同

じだが、遺族の方の気持ちを踏まえると、「人の生命(いのち)」と「その他の生命(いの

ち)」が分かれるような記載にしていただきたいというお話がございまして、それにつき

ましても修正を加えてございます。 

また、「三陸地域に育まれた津波防災文化の継承」において公園と記念館のあり方が記

載されているが、少し曖昧な書き方になっている印象がある。公園外に設置するが適切に

連携することをイメージさせる書き方や図の表現が望ましいと牛山委員からの意見がござ

いまして、これにつきましては、基本構想の資料４の４ページで書き方をちょっと修正し

てございます。市と調整いたしまして、「市が中心市街地に整備予定の震災復興施設（仮

 3 



 

称）や他の被災地との連携を図りながら」という形で修正を加えてございます。また、図

にもそのような表現をしてございます。 

また、牛山委員から、「公園利用者や市街地の安全の確保」において、築山に津波減衰

効果があるという考え方が一般常識とまで言えないので、根拠があるならばそれを明示し

たほうがよいというご意見がございましたので、同じく４ページの下に出典もとを明記し

てございます。 

また、広田委員から、「歴史的風土と自然環境の再生」に、今泉地区のまち並みや吉田

家、宿場町であったこと、気仙川でサケ漁が活発であったことを加え、歴史的風土につい

て充実させたほうがよいというご意見がございましたので、この内容を４ページから５ペ

ージにかけて加えさせていただきました。 

また、空間構成の考え方についてでございますが、涌井委員から、ゾーニングという手

法がここでは望ましくないため、真ん中に追悼・鎮魂があり、その周囲に８つの基本方針

が濃淡のある形で巴型につながるといった混沌とした姿を表現したほうが、将来の形を縛

らないで済むのではないかというご意見がございました。これにつきましては、７ページ

から８ページにかけてのイメージについて、このような形で「公園イメージ」という形で

整理させていただいてございます。 

また、公園周辺などの限定的な空間を「気仙地域」という表現を使ってございましたが、

これについて違和感があるという本多委員からのご意見がございました。そのため全面的

に、大船渡市や住田町も含めた広がりのある空間として使う場合は「気仙地域」、そうで

ないときはこの言葉を使わないということで整理させていただきました。 

また、後ろの役割のイメージ図に「避難路」を追加すべきであるという中井委員長から

の意見も踏まえまして、避難路のオレンジ色の矢印を追加してございます。 

このような修正を基本構想の案に加えたわけでございますが、３月10日の第４回委員会

でのこういったご意見、また、その後、メールなどで各委員から個別にご意見を伺い修正

作業を行いまして、３月21日に中井委員長との最終レクチャーを行い、その後、各委員に

ご確認いただいた上で、年度をまたぎましたが４月２日から４月17日までパブリックコメ

ントを行ったということでございます。 

なお、修正の詳細につきましては、お手元の参考資料３に主な意見の基本構想案への反

映状況という形で整理させていただきましたので、必要に応じてご参照いただければと思

います。 
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以上でございます。 

【中井委員長】 

ありがとうございました。 

これは、前回のおさらいと、それ以降の経過のご報告ということでございますが、ご質

問等ございますでしょうか。 

よろしければ、本日の主題のほうに移らせていただければと思います。 

それでは、（２）のパブリックコメントで寄せられたご意見とその対応について、並び

に（３）の地元関係者個別ヒアリングの結果の概要とあわせて基本構想案についてご説明

をお願いできればと思います。 

【東北地方整備局都市調整官】 

それでは、引き続きご説明させていただきます。 

まず、パブリックコメントについてでございますが、お手元にチラシも用意させていた

だきました。このチラシは今回のパブリックコメント用に作成したものでございまして、

陸前高田市におきましては、市の協力をいただきまして全戸配布させていただいておりま

す。また、この基本構想案につきましては、ホームページで公表しているほか、国土交通

省東北地方整備局建政部、また、岩手県の県土整備部都市計画課、陸前高田市の都市計画

課及び各地区のコミュニティセンターで閲覧できるようにしておりました。また、意見の

提出方法につきましては、それぞれの閲覧場所に設置した意見箱、また郵送、ファクス、

さらにはインターネットのメールでご意見をいただけるような形で、この４月２日から４

月17日の２週間にわたりましてパブリックコメントを行いました。 

その結果が資料２でございます。１ページをお開きいただければと思います。 

２週間の意見募集を行いまして、意見件数が、提出された意見ということでは12通でご

ざいました。市内が６通、県内市外が２通、県外が４通ということでございます。性別で

は、男性８通、女性４通。年齢では、40代１通、50代５通、60代５通、不明１通。応募方

法では、メールが８通、ファクス２通、意見箱２通ということでございます。１つの意見

でも複数の内容を持つものもございましたので、その意見を事務局で分類させていただき

ました。趣旨別に８つに分類させていただきました結果、ご意見数は50となりました。 

これからご意見の概要とそれに対する見解につきまして説明させていただきますが、全

体として、構想の細かいところをこう修正すべきという形の意見は特になく、この公園全

体に関する意見、また、今後このように行うべきではないかという提案といった意見がほ
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とんどを占めておりました。 

それでは、お寄せいただいたご意見の概要とそれに対する見解につきまして説明させて

いただきます。 

まず、復興祈念公園のそもそもの必要性についての意見でございます。 

ご意見の概要といたしまして、この公園がどんなふうになるのか楽しみだという意見、

また、必要性として、ここの場所は居住区としてはもはや利用できないため、津波被害を

最小限にとどめる意味でも、あくまで公園としてのみの利用が最善に思うという意見がご

ざいました。一方、「奇跡の一本松」で、とりあえずのシンボルとしてはもうこれでよい

のではないか。先に復興祈念公園ができると、震災は「もう過去のこと」「もう復興した

んだ」と地元以外の人は思ってしまうのではないか。時期尚早と考えるという意見もござ

いました。また、このように被災者に関係のないことに多額の税金と人件費を使おうとい

う人たちにはとても頭に来る。ほかにやることがあるはずではないかという意見もござい

ました。 

これに対する事務局の見解でございます。東日本大震災は広域にわたり甚大な被害が生

じた未曾有の大震災であり、中でも陸前高田市は、約2,000人もの方が犠牲になるなど岩

手県内最大の被災地となりました。これまでの経緯でございますが、県、国に対して高田

松原地区に国営メモリアル公園の整備を求める３万通もの署名も提出されており、さらに、

本有識者委員会での議論のほか、平成24年度に岩手県が設置した高田松原地区震災復興祈

念公園構想会議で、この地区における復興祈念公園の整備が必要であるという提言を取り

まとめていることも踏まえまして、この高田松原地区におきまして、犠牲者の追悼と鎮魂

や岩手県ひいては日本全体の再生に向けた復興への強い意思を国内外に示すことを目的と

した復興の象徴となる復興祈念公園を整備することは必要と考えてございます。 

なお、公園は、市の復興計画に基づき、復興・復旧事業と整合して計画、整備するもの

であり、土地区画整理事業で発生した残土を運搬するベルトコンベアの撤去後に公園整備

に着手する予定となっていることから、公園整備により市の復興まちづくりが遅れるもの

ではないという見解を整理してございます。 

続きまして、追悼と鎮魂の具体的なあり方に関するご意見でございます。これは、今後

の整備に関しての提案でございます。 

かさ上げ工事終了後の構想として、展望台をつくり、鎮魂、希望の鐘を設置して、県内

外多くの人に祈りをささげていただく。また、今や全国的に大震災の記憶のモニュメント
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として有名になった一本松と追悼施設、慰霊碑を中心としたスポーツや地域の伝統行事等

の開催施設として活用するのが望ましい。基本公園は無宗教方式なのでしょうが、平泉の

ように浄土の世界をあらわしてほしいといった意見がございました。 

これに関する見解でございますが、基本構想では、基本方針として「失われたすべての

生命（いのち）の追悼・鎮魂」を位置づけており、具体的には、追悼式典の開催、築山か

らの郷土の風景の展望、追悼の思いとともに逍遙することなど、震災への思いと追悼・鎮

魂の場として位置づけております。ご指摘の追悼・鎮魂の場の具体的なあり方については

重要な検討課題の一つであるため、今年度の基本計画の検討に向けた報告事項としますと

いうことで整理させていただきました。 

続きまして、３番目でございます。震災の実情と教訓の伝承についてでございます。教

訓の伝承について５点意見がございました。 

自然との共生を考慮し、津波防災文化を継承する場として、公園内にその土地本来の自

然の森を創造することで、今回の津波を経験して、新たなアイデアも備えた文化の継承を

すべきと考えるという意見。県内児童の防災教育拠点として、津波のみならず、世界の災

害事例及びその対策について紹介していく機能を持たせてほしいという意見。伝承館は高

台につくる。再度失うことのないようにという意見。道の駅を復活して津波の記憶の伝承

の拠点にという趣旨のことが書かれていたが、100ヘクタールを超える公園の真ん中に置

くよりも、そのような施設はかさ上げ市街地の中に置くほうが便利だし、まちの活性化に

も役立つのではないかという意見。既に震災遺構として残すことを決定した気仙中学校、

タピック45、下宿定住促進住宅等も最小限の規模の保存で、調和のとれる形状で保存して

いくべきという意見がございました。 

これにつきましても見解をまとめてございます。基本構想では、基本方針として「東日

本大震災の被災の実情と教訓の伝承」「三陸地域に育まれた津波防災文化の継承」「市街

地の再生と連携したまちの賑わいの創出」を位置づけており、震災の教訓の伝承や津波防

災教育の場としての役割とともに、当公園が道の駅の再整備と一体となって観光や防災教

育の拠点としての役割を果たすものとされております。特に奇跡の一本松やタピック45、

気仙中学校等の震災遺構が公園に存置されていることから、これらの存在するフィールド

としての公園と陸前高田市で高台の中心市街地に整備予定の震災復興施設（仮称）等が相

まって、津波の教訓の伝承と地域の活性化が図られるものと考えております。 

なお、具体的な震災遺構の保存・活用方策などの教訓の伝承のあり方については、重要
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な検討課題の一つであるため、今年度の基本計画の検討に向けた報告事項としますと整理

させていただきました。 

４番目でございます。築山の具体的なあり方でございます。これにつきましては５つに

分けてございます。 

まず、１つ目でございますが、平地に一時避難場所となる丘（築山）を公園内に幾つか

つくり、さらにその丘にその土地本来の自然の森となる苗木を植樹することで、緊急時に

避難できる丘となり、公園より陸側につくられる市街地を守る森になるという意見。既に

非常に高い防潮堤が計画されていることから、名勝高田松原の景観や眺望が損なわれ、さ

らに高い構造物をその上につけ加えることに非常に懸念するという意見。展望空間は、丘

陵地帯や山々が背景にあることから、わざわざ自然の風景を壊してまで高い防潮堤の上に

つくる必要はないという意見。防潮堤の建設によって海への視界が遮られており、さらに

築山をつくり上げて海の視界を遮断する計画は防災の概念に抵触するという意見。今後築

山の建設を強行するとしても、その形状が我が郷土の歴史的風土と自然環境を損ねないも

のとするように、市民や専門家を交えて念入りに検討協議することを期待するという意見

がございました。 

これに対する見解でございます。基本構想では、基本方針として「公園利用者や市街地

の安全の確保」を位置づけ、その中で、築山については、追悼等のための展望空間である

とともに、地震発生時に津波から安全に避難するための高台としての役割を果たすものと

しております。また、この築山は、市全体の復興計画における残土の有効活用の観点から

も必要なものと考えております。その整備に当たり、景観上の配慮は重要な検討課題の一

つであるため、今年度の基本計画の検討に向けた報告事項としますと整理させていただき

ました。 

５番目でございます。地域の自然環境・空間形成・景観についてでございます。９つの

意見がございました。 

自然環境の再生に関しては、とてつもなく長いスパンでの展望と状況の変化を見守るこ

とが必要となるという意見。古川沼は、気仙川とともに市街地から見える唯一の水辺とし

て、今後は計り知れない市民の憩いの場となることは明らかである。古川沼の再生は不可

欠であり、進化させていく方法が必要という意見。新しいコンクリート防潮堤を海と川と

古川沼の水辺によって包むことによって、新しい水と緑の空間として修景する大きな役割

を果たすべき。天橋立をイメージしてもらいたいという意見。さまざまな機能や活動がで
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きるだけ自然景観や歴史文化の景観と調和される構造物をできるだけ創造してほしい。箱

物は最小限にしていただきたいという意見。歴史文化と自然環境との調和した景観づくり

の一環として、その目標に沿った戦略目標を掲げていく以外にはないという意見。巨大化

する防潮堤や気仙川河口付近の水門、築山等の高い構造物を包み隠すような景観が考えら

れるという意見。古川沼に関しては、その範囲を倍加して、さらに広い水辺の範囲を拡大

することも考えられるという意見。できるだけ日本百景の歴史と伝統を引き継ぐような美

しく世界に誇れるすばらしい海岸の景観をつくり上げていただきたいという意見がござい

ました。 

これに関しましては、見解・対応といたしまして、基本構想では、基本方針として「歴

史的風土と自然環境の再生」を位置づけており、具体的には、名勝高田松原を周辺の自然

環境と松林の人工景観が織りなす景勝地として時間をかけて再生していくことや、古川沼

を重要な自然空間として再生していくことなど、自然環境や風土、原風景を取り戻し、郷

土景観の再生を図っていくことを構想してございます。ご指摘の郷土景観の再生や古川沼

などの自然環境の再生の具体的なあり方については、重要な検討課題の一つであるため、

今年度の基本計画の検討に向けた報告事項としますと整理させていただきました。 

最後、９番目の意見としまして、沖の田の田園風景をできるだけ残して、または拡大し

て、より多くの緑地を祈念公園と連携した形での継続性のあるより広範囲の公園のイメー

ジをつくることも考えられる。新市街地に限りなく農地や緑地化を進めることで、広大な

自然空間のイメージを演出することも可能。可能な限り産業・工業地域との整合性を考え

て、むやみに混在させないような工夫も必要という意見がございました。 

これにつきましては、公園の区域外の意見でございますので、見解といたしましては、

高田町字古川及び気仙町字中堰、土手影に広がる通称沖の田については、当面、土地区画

整理事業に伴う土砂の仮置き場として使用させていただきますが、最終的には県が実施す

る災害復旧事業により、以前のような水田に復旧することになっておりますとまとめさせ

ていただきました。 

続きまして、６番目でございます。公園における森づくりや花壇の整備についてでござ

います。 

意見の概要でございます。どこにも負けないぐらいの桜が満開となる公園にしてはどう

か。公園の中に、震災を機会に、地元の人も世界中の人も陸前高田をふるさととして想え

る、見る、集う、癒しなど、さまざまな要素を持たせることのできる花壇を強く希望する
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という意見。震災で失われた自然環境に配慮して、松林だけでなく、公園内には津波の勢

いを和らげるその土地本来の自然の森をつくるべき。大津波により、海岸線にあった高田

松原の７万本の松林は残念ながら１本しか残らず、松林と並行して設置されていたコンク

リート堤防も跡形もなく消失した事実を踏まえ、コンクリートや砂浜に適した松、根が深

く張り、倒れにくい常緑広葉樹を多重防御の視点で適宜適所に織りまぜて津波を減災する

海岸線を創造すべきという意見。震災前にあった松林は防風防砂林の役目を果たし、美観

もよく多くの観光客でにぎわっていた場所であるため、海岸線の造成には適している。新

たなコンクリート防潮堤計画には十分に環境に配慮した工夫が必要。あわせて震災で失わ

れた自然環境に配慮して、松林だけでなく、公園内には津波の勢いを和らげるその土地本

来の自然の森をつくるべきという意見。また、高田松原の松を再生するために苗を育て植

えることはとてもすばらしいという意見。また、展望台の下には陸前高田市の「高」のロ

ゴマークを形どった池をつくり、周りには四季の草花が咲き乱れ、展望台から見下ろすと

「高」のマークが浮かび上がる公園にしてはどうかという意見がございました。 

これにつきましては、基本方針といたしまして、「歴史的風土と自然環境の再生」を位

置づけておりまして、名勝高田松原を時間をかけて再生するなど、失われた自然環境や風

土の再生を図ることとしております。この公園内における具体的な植栽計画も、名勝高田

松原のあり方や公園全体のコンセプトにかかわる重要な課題の一つであるため、今年度の

基本計画の検討に向けた報告事項としたいと考えてございます。 

７番目でございます。公園における多様な主体の参加・協働と交流についてでございま

す。 

植樹活動をした参加者は、自分たちが植えた苗木がどのくらい成長したか心に残り、何

年か後に市を訪れることになるので、観光資源にもなると考えるという意見。植樹後のメ

ンテナンスは、地元市民と全国から募集するボランティアで協働して進めてもらいたい。

メンテナンス期間が過ぎれば自然の森になるため管理が必要となくなるため、将来にわた

って持続可能な管理運営ができると考えるという意見。花壇のメンテナンスには人手が必

要であるが、家にこもりがちな方が外に出る機会にもなる。また、一緒に世話をした方々

で花の摘み取り会をするなど、イベントをすることも可能であるといった意見。全国の大

学の造園学科の学生を指導者にして、農業高校の生徒がリーダーになり、一般の人を相手

に１年に１度、夏休みの期間中に公園づくりイベントを開催してはどうかという意見。修

学旅行で訪れ、津波の勉強をした後、小中学生が楽しく公園づくりなどもいいのではない
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かという意見。育苗、植樹だけでなく、公園をつくる工事そのものに一般の人たちが参加

できたらもっといいと思うという意見。復興祈念公園にも単にモニュメントを設置してお

しまいではなく、みんなが一緒に作業したり集えるような花壇をつくってほしいという意

見がございました。 

これにつきましての見解・対応でございます。これも基本方針といたしまして「多様な

主体の参加・協働と交流」というものを位置づけてございまして、本公園を、多様な主体

が公園の計画や整備、維持管理においてさまざまな形で参加・協働できる場としていくこ

ととしております。ご指摘の公園づくりへの市民参加の具体的なあり方につきましても重

要な検討課題の一つであるため、今年度の基本計画の検討に向けた報告事項としたいと考

えてございます。 

８番、その他。これまでのところに当てはまらないものを11件まとめてございます。 

まず、１から３番目が、この検討体制についての意見でございます。この検討には、非

常勤の13名の有識者委員では重荷が過ぎ、市民を交えた市民と行政がかかわれる委員会の

創設を求めるという意見。市民シンポジウムが１回開催されたが、余りにも漠然としてい

るのではないかという意見。今回の基本構想の意見の期間が２週間であることも唐突であ

るという意見がございました。 

これにつきましての見解ですが、先ほど述べましたように、計画段階からの多様な主体

の参加を構想に位置づけておりますので、今年度の基本計画の検討に当たって、この市民

参加の取り組みも重要な課題でありますので、これも報告事項にしたいと考えてございま

す。 

４番目、５番目でございますが、これは構想案の中身の具体性についての意見でござい

ます。構想案にはさまざまな概念が並列しているが、漠然とし過ぎていて、公園のイメー

ジとあるが、簡単な２つの図式のみあるが、これはイメージではないのではないか。これ

では不完全であり、再度構想を改善して、市民にわかるような具体的な基本構想を提示し

ていただきたいという意見がございました。 

これにつきましては、これはあくまで構想でございまして、公園の基本理念を初め、踏

まえるべき基本的な事項をまとめたものであり、今年度の基本計画の検討において、より

具体的な内容を検討していくという整理をさせていただきました。 

６番、７番、８番、９番は、個別の細かい話でございます。地域の家族にとって憩いの

場、遠方からの訪問客の楽しみの場となるような公園にしたい。高台まで直進で避難可能
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な道路が必要不可欠であるという意見。また、アウトドアクッキングが楽しめるようなバ

ーベキュー広場あるいはキャンプ場を併設して、かまどやテーブル、水洗い場やトイレが

あるとよいといった意見。アクセスとしてタクシー乗り場、バス乗り場を置き、市内コー

スや黒崎温泉コース、花巻空港から各新幹線へ直接行ける等の乗り場を置くという意見が

ございます。 

これにつきましては、今後の具体的な検討段階の参考とさせていただきたいと考えてご

ざいます。 

10番目でございます。シンボルロードについてですが、この称する道路については、せ

っかく流されずに残った家を壊してつくられると聞いた。それは必要なものかという意見

でございます。 

これにつきましては、このシンボルロードは、今後整備される市街地及び復興祈念公園

における重要な避難道路として計画されているものであり、発災時の混乱状況でも避難し

やすい線形・幅員とすることを考慮して検討したものでありますので、ご理解いただきま

すようお願いいたしますとまとめさせていただきました。 

最後には、気仙町の朝市を復活させてほしいという意見もございました。 

これにつきましては、にぎわいのある活気あふれるまちづくりを目指して、陸前高田市

としても地元の皆様と意見交換をしていきたいという見解をいただいてございます。 

以上がパブリックコメントの意見に対する見解・対応でございます。 

また、資料３をご用意いただければと思います。 

パブリックコメントが４月２日から17日でございますが、その間に、４月９日、10日の

２日間にかけまして、一昨年度の構想会議に参加された方々、また、高田松原地区での活

動を行っている方々で、これまで昨年10月にも１度ヒアリングを行ったり、市民フォーラ

ムに参加していただいた方々に、改めてこの構想をお読みいただきまして、これに対して

どう思うかということのヒアリングを行いました。 

ヒアリングした方は、ここにありますとおり、陸前高田市議会の伊藤議長、商工会の中

井事務局長、女性団体協議会の佐々木会長、陸前高田青年会議所の、今年度になりまして

直前の理事長となりました石川直前理事長、また高田松原地区で活動を行っている方々と

いたしまして、守る会の鈴木会長、SAVE TAKATAの伊藤さんにお話を伺いました。 

ヒアリング結果をまとめたものが２ページ以降でございます。 

陸前高田市議会の伊藤議長には、基本構想は大分イメージができるようになったという
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ことをお聞きしました。また、築山についてですが、津波の際に逃げおくれた人が避難で

きるような高さの検討をお願いしたい。また、岩手県だけではなく、全国・世界に向けて

津波の威力等のメッセージを送れるような公園にしてもらいたい。松原の再生は市民の願

いであるというお話を伺いました。 

また、商工会の中井事務局長からは、この基本構想案は充実した内容であり、異論はな

い。にぎわい創出について、交流人口の増加は死活問題であり、震災以降、海水浴客はゼ

ロで打撃を受けている。公園と中心市街地の連携が大事である。防潮堤について、陸から

砂浜へのアプローチをどうするかが重要である。防潮堤がありますので、たくさんの荷物

を抱えたり、子供にとっては上がって下りたりするのが大変ではないかという話を伺いま

した。また、イベント広場は新市街地にも予定しているが公園にも欲しい。サイクリング

ロードを公園内に整備し、レンタサイクルにより公園を周遊できるようにしたほうがよい

というお話を伺いました。 

また、市の女性団体協議会の佐々木会長からは、基本構想の記載内容については賛成で

ある。メモリアル公園のエリアを外部に向け視覚的に強く訴えるには、インパクトのある

「花」を用いるべきである。また、その中心エリアは観光客の動線も考えて明確にすべき

であるという意見を伺いました。また、四季の変化を認識できるよう、それぞれの季節の

樹木や草花を植えて通年の追悼・鎮魂ができるようにしたほうがいい。公園と市街地や市

内各地とが関連・連動するよう整備を行うべきである。また、それらを結ぶ動線も必要で

ある。維持管理に携わる人が収益を上げられる仕組みづくりもしてもらいたい。また、管

理においては地域を巻き込んでほしい。そうすることで失われたコミュニティが育つとい

う意見を伺いました。具体的には、花を公園で育てて、それを販売するなどで収益を上げ

られるような仕組みでコミュニティを育てていくべきではないかというお話を伺いました。

また、震災で大切な人を亡くされた方の心情を癒やすための物を置けるスペースを築山の

一部などに設けてもらいたいという意見もございました。これは、今も瓦れきの後に石と

かを置いて花を供えているとかといったことが見られますので、そういった活動も公園の

中でできるようにできないかというお話でございます。 

また、陸前高田市青年会議所の石川直前理事長からは、基本構想案はイメージどおりの

中身であるというお話を伺いました。また、具体的には、追悼・鎮魂は公園の柱だと思う

が、それに特化するのではなく、震災前の高田松原にあったように外からの人が立ち寄れ

るような空間が欲しい。また、変化していくものと伝承すべきものを意識してほしい。公
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園だけ整備しても仕方がないので、市街地整備と連動して公園整備を進めてほしい。陸前

高田が持つ県内でも比較的降雪の少ない気候の特徴を意識してスポーツ施設を検討しても

らいたい。子供のスポーツでは親も引率してにぎわいが生まれる。また、津波教育の場の

整備は大事である。市民は震災前の高田松原公園になじみがある。市民利用も大事にして

もらった上で、さらに追悼・鎮魂できる場があるというほうがしっくり来ると思う。ただ

追悼・鎮魂だけでは重くなるので、過去に区切りをつけて前に向けて歩み出せるようなも

のが欲しいという意見をいただきました。 

また、高田松原を守る会の鈴木会長からは、計画づくりにおいては、プロセスにおいて

も広く公表していくべきである。また、交流人口をふやすことが市の活性化では重要であ

り、イベント広場は必要である。また、防潮堤（第２線堤）により今後も起こり得る津波

への気づきが遅くなって多くの人々がとうとい命を落とすことにならないか心配している

といった意見を伺いました。このほか、保安林とか防潮堤の整備についてご意見をいただ

きましたので、これにつきましては県の関係課にも申し伝えております。これは、保安林

や海岸への上下水道供給の話とか保安林の土壌の話とか、そういった話も伺いました。 

また、SAVE TAKATAの伊藤さんの意見でございます。この基本構想案では具体的なイメ

ージが出てきた。交流人口だけではなくて定住人口の増加も意識してほしいという話です。

公園に震災伝承の拠点施設を設け、市内の各町、合併前の各町ということでございますが

各町ごとにもさらに伝承施設を整え、そこに動線を設定して外から来た人に回ってもらう

という仕組みがいいのではないかと思う。その動線上の拠点施設で市民の雇用を創出でき

ればよい。この公園をベースとして雇用や外部の人を呼ぶコンテンツとして活用できれば

いいという意見です。これは、ここの陸前高田のまちではなくて、市では、気仙とか広田

とか横田とかさまざまな旧町がありますが、それぞれに拠点を設けて、それがネットワー

クして地域が活性化できればという、中越メモリアル回廊を視察されたイメージとして、

こういうものがあったらいいのではないかという意見をいただきました。また、新しいま

ちの動線をどう設定するか、公園だけでなく市内全体をパッケージとして考えたほうがい

いといった意見。また、継続的なイベントや楽しめるコンテンツなどで収益を上げるとい

った仕掛けも必要であるという意見をいただきました。 

以上でございますが、パブリックコメントで寄せられた意見、またヒアリングで意見を

いただきまして、構想の個別の修正は今のところ必要ないものとは考えてございますが、

このような対応、考え方でいいのか、また、構想の修正が必要ないのかにつきまして、こ
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の有識者委員会におきましてご議論いただければと考えてございます。 

私からの説明は以上でございます。 

【中井委員長】 

ありがとうございました。 

それでは、今、資料２と３についてご説明がございましたけれども、資料４が基本構想

（案）ということで本体ということでございます。そこの中も含めてご意見等を賜ればと

思っております。 

それでは、どなたからでも結構ですけれども、ご意見がございましたらお願いいたしま

す。いかがでしょうか。牛山委員。 

【牛山委員】 

今のパブリックコメントへの対応の関係で気がつきました点を３点ほどちょっとご指摘

させていただきたいと思いますけれども、今回のパブリックコメントに限らず、宮城県の

ほうも同様ですが、祈念公園の話が出ると必ず、そんなことをやっている場合ではないと

いう反論が100％出てまいります。そんなことよりも復興である、あるいは住宅整備であ

るという声が必ず出てまいりまして、これはもうわかってもらえない人には絶対わかって

もらえないものだと思うしかないだろうとは思いますが、とはいえ、余り無用な摩擦を避

けるためにも、こういう意見に対して、この公園はこういう意義があるのだということを

主張しても反感を買うだけではないかと思うのですね。幾ら意義を説明しても、そんなこ

とよりも生活だよという人は絶対に納得しないと思いますので、こういう公園の話が出て

くるときは、必ず公園の話しか報じられないというか見る人に見えないような形で話が出

てまいりますので、少し考えていただければわかるわけですが、当然、公園整備というの

は、居住地整備の後でないとそもそもできない話になりますので、そういうスケジュール

みたいなものをなるべくあわせて示していく。例えば、住宅整備あるいは復興住宅の整備

が大体何年ごろまでに行われるので、公園整備というものが、着手はいつごろで、いつご

ろまでに大体できていくものである。当然、その後に行われるものであって、順番がある

のですよということを説明していったほうが、下手に、こういう意義があるのだという正

面からの話をしていくよりも、多少勘違いしている人にはわかってもらえるのではないか。

全ての人にわかってもらえるとは私は全く思いませんけれども、単純に勘違いしている人

にはわかってもらえるのではないかという感じがいたします。 

それから、築山についてのご指摘がいろいろありましたけれども、多分少数意見だとは
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思うのですけれども、ここで言う築山の意味というのが著しく誤解されている面があると

思います。築山ができたことによって防災上まずいというのは、築山すら認めてもらえず、

あの醜悪なタワーをじゃんじゃんつくっている東海以西からするとうらやましいぐらいの

反論で嫌味ですよ、あれは、ここでも主張の仕方として、いかにも堅い反論というか主張

が出ていたと思うのですけれども、景観の話に持ち込むのではなくて、あの築山は避難施

設なのであるということをまず第一というか、もう一丁目一番地あれは避難施設なのだ、

それで、絶対に防潮堤よりも高くしないとそもそも意味がないものなのだということを強

調されたほうがいいと思います。 

陸前高田市では、いわゆる指定避難場所は、もう既に浸水域の外にしか指定しない形に

なっていますけれども、それだとあの広大な空間の中のどこにも避難施設がないというこ

とになるわけで、この公園には、絶対にこの築山という形の避難施設が必要なのだという

ことをはっきりと強調したほうがいいと思います。もしかすると、築山というものがすご

く高密度につくられて、今の残土置き場、残土はしょっちゅう動いていますけれども、あ

あいうものをイメージされているのかなという気もするのですね。多分そんなに高密度に

築山をつくることにはならないと思うので、というか、この間つくっていたＣＧは、どっ

ちかというとそんな感じだったのですね。それで、築山が津波防御だという話に前回僕が

ちょっと違和感を覚えたのは、同じことなんです。ぽんぽん置いて、それで守るというこ

とになると、そんな圧迫感のあるものは嫌だという話になってくるのではないかと懸念し

た面もありますので、そうではなくて、避難施設で、そんなに10個も20個も、広いからわ

からないけれども、何十個もつくるような話ではないのだということを強調されたほうが

いいのではないかという気がいたします。 

それから、防潮堤ともあわせて築山の話も、海が見えなくなるということに対する不安

の声、これもよく出てくるところで、そのこと自体は私もわかる話だと思うんです。ただ

それは、それに対して何も手を打たないわけではなくて、当然、多分公園の中等には、市

の防災行政無線もそうでしょうけれども、公園内滞在者に対して、例えば津波警報が出た

とか、そういったことを知らせる情報掲示板みたいなものが従来もありましたし、当然こ

れは建設されることになると思いますので、そのことも明記したほうがいいのではないか。

海が見えないことをサポートするような施設整備というものも、これは別に特殊なことで

はなくて、従来も行われたし、それをさらに拡充して行っていくというようなことを明記

したほうがいいのではないかと思います。 
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以上でございます。 

【中井委員長】 

ありがとうございました。 

事務局から何か今のご意見へのコメントがございますか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

ご指摘を踏まえて、景観対応につきましても修正は加えていきたいと思っております。 

【中井委員長】 

それでは、広田委員、どうぞ。 

【広田委員】 

私も牛山委員と同じ部分についての、この見解・対応は、もう少し書き加えたほうがい

いかなと思いました。このご意見の中を見ますと、防潮堤の上にさらに築山をつくると誤

解されているような書き方になっていますね、お２人ほど。そうではないのだということ

をもう少し明確に回答すべきだと思いますね。この書き方だと、そうした誤解に答えてい

ないですよね。誤解に答えていないので、防潮堤の上にさらに築山をつくるわけではない

のだとはっきり書かれたほうがいいのではないかと思います。 

その上で、牛山委員と全く同じ意見なのですけれども、あれだけ広いところで、次にま

た津波が来たときの避難場所だとこれもはっきり書いたほうがいいのではないかと。そう

いうことで、その必要性を言うと。 

あと、ここから先は回答者の好みの問題もあると思うのですけれども、最近のパブリッ

クコメントは回答の仕方が随分いろいろ工夫されていて、建前で応酬するのではなくて、

やはり相手の意見も尊重というか認めた上で、ただ、確かに景観上の問題はあるのだけれ

ども、一方で、築山について言えば、避難施設という要請もあるので、それに折り合うよ

うにしなくてはいけないという課題があるみたいな形で、ちょっと批判に対して、受けと

めた上で、ただ、景観上の配慮であるとか海の景観への配慮は今後進めていきたいという

ような形で答えるようにしてはどうかと。ここいら辺は私も自信があるわけではないです

けれども、最近のいろいろなパブリックコメントへの回答の仕方を見ると随分工夫されて

いるなというのがありますので、一つの意見として聞いてください。 

それから、もう１点、その１つ上の震災の実情と教訓の伝承についての回答も少し不十

分かなと。④の道の駅の件ですが、これも多分誤解ではないかと思うのですけれども、道

の駅を復活して津波の記憶の伝承の拠点にという、本当の道の駅をあの公園の中につくる
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とこの方は解釈していらっしゃるのではないですかね。計画ではそうではないですね。

「道の駅のような施設はかさ上げ市街地の中に置く方が便利だし」と書いていますけれど

も、実際にもそうだと思うのですが、この見解・対応の文章の５行目、「当公園が道の駅

の再整備と一体となって観光や防災教育の拠点としての役割を果たすものとされておりま

す。」という、この言い方だと、道の駅は公園の中につくるわけではないですね。つくる

のでしたか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

道の駅につきましては、当初、市の計画では中心市街地のほうにつくるという構想もあ

ったわけですけれども、その後、区画整理の計画の見直しで、道の駅はあそこにつくれな

いということになりまして、むしろもともとあった場所にということですので、そういう

意味で言うと、道の駅を復活してこの公園にというのは、ある意味、そのとおりというと

ころです。 

【広田委員】 

そのとおりなのですね。ああ、そうですか。それはちょっと私の勘違いでした。なるほ

どね。 

基本構想ではこう書いてあるからというような書き方になってしまっていますね。もう

少し丁寧な書き方でもいいかなという気はします。 

あと、ちょっと細かいことなのですが、これは全ての項目について、「なお」とか、要

するに、「ご指摘のことは重要な検討課題と認識しているので、今年度の基本計画の検討

に向けた報告事項とします。」という表現があるのですが、これももうちょっと丁寧な言

い方のほうがいいのではないか。というのは、重要な検討課題の一つだから、今後に向け

た重要な検討課題の一つという、その「今後に向けた」とか「今後の」というような言葉

を補ったほうがいいでしょうし、あと、「報告事項とします」というのも、何かちょっと

事務的な言い方ですよね。もう少し言い方があるのではないかと。だから、おっしゃるよ

うな意見はもっともだと思うので基本計画をつくる中で配慮というか生かしていきたいと

いうか、もう少し角の立たない言い方をしたほうがいいのではないかと思いました。 

以上です。 

【中井委員長】 

ありがとうございます。 

事務局から。 
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【東北地方整備局都市調整官】 

「報告事項とします」というのは、後ほどご議論いただく資料６のことを視野に入れて

書いた表現ではあるのですけれども、確かにちょっと紋切り型かなという感じもしないで

もないと思っております。 

【中井委員長】 

ちょっと補足しますと、本日、この基本構想の案を議論していただいた後に、いわば基

本計画への引き継ぎ検討事項というのでしょうか、そういうものについてご議論いただこ

うと思っておりまして、そちらのほうを見越したような文章になっているのですが、ここ

は少し事務局で検討していただくことといたしたいと思います。 

ほかの先生方はいかがでしょうか。本多委員、どうぞ。 

【本多委員】 

私からは２点について申し上げたいと思います。第一点は、高田松原について今いろい

ろなご意見が出ておりますけれども、高田松原は、昭和15年に名勝として指定され、その

指定条件というのはどのような内容であったかということで振り返って見たのですけれど

も、その中に、単なる高田松原ということではなくて、周囲の景観と一体となったとらえ

方をしているということです。今後、名勝指定を継続していくことになれば、皆さんもお

話ししておりますけれども、高田松原を中心とした周囲の景観との一体的な考え方という

ものを背景にもって事業推進にあたっていかなければならないのではということを感じて

おります。 

第２点目は、先ほど来、防潮堤の高さの問題とか植栽する松林に関連しお話がなされて

おりますけれども、松だけではなく、もっと地元に適した樹木を植えるべきだとか、いろ

いろな意見が出されていますが、私どもは、陸前高田と言えば、今は一本松ですが、震災

前は高田松原と言えば陸前高田と言うくらいに周知されておったわけです。したがって、

松林の再生は大きなテーマで、それを実現することが今回の公園の中での中心課題となっ

ているわけであり、それ以外については考えられないことを明白にしておきたいところで

す。また、防災という面から考えた時に、松林というものの防災効果についていろいろな

意見が交わされています。したがって、クロマツを植えればという話もありますけれども、

松林の防災効果というものについて、もう少し専門的な見地から説明すべきではないかと

いうことを感じましたので、お話しいたしました。 

以上です。 
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【中井委員長】 

ありがとうございます。 

では、池邊委員、どうぞ。 

【池邊委員】 

今の関連でございます。実は、先週に文化庁の文化審議会の名勝委員会が開催されまし

た。そこで県から出された松原についての具体的なイメージ図等が一応報告という形で、

報告事項で出されました。その際には、まだこれではちょっとよくわからないねというこ

とだったのですけれども、やはり今、本多委員がおっしゃられたような名勝の指定理由、

要するに今、一本もなくなったけれども解除していない、それを名勝として復活するとき

にどういうイメージなのかということで、この本編にもきちっと写真が載っているわけで

すが、13ページでしょうか、これが本来の白砂青松の高田松原の風景というわけです。 

やはり少し気をつけなければいけないのは、築山はもちろん必要なのですけれども、築

山に今、樹林帯を置くと。涌井委員を前にしてあれなのですけれども、これは造園の人間

のとても悪いあれなのですが、では、今からすぐに防災上有効な太くて大きなものを植え

ようなんていうことを考えますと、将来的に高田松原の上に築山の上からひょっこりと出

た変な樹林帯が出てくるというようなことも考えられたり、あるいは、造成地というのは、

皆さんもご存じのように、地盤がそう簡単には安定していません。そういったところに比

較的大きなものを植えると、もしものことですけれども、もしもその間に津波が起きるよ

うなことが再度ありますと、その樹林帯が市街地を再び襲うというようなことにもなりか

ねませんので、そこには注意が要るだろうと思われます。そういった意味では、この築山

と樹林帯というところにはかなりの配慮が必要かと思っております。 

あと、先ほどのクロマツが防災上有効であったのかどうかということにつきましては、

確かに陸前高田では有効ではなかったのですけれども、私ども千葉大学で、千葉の海岸林

で有効であったというような評価・検証なども行っておりますので、その辺もあわせもっ

て少し補強していきたいと思っております。 

それから、もう一つ、ヒアリングとパブリックコメントの中で花というものの話がござ

いました。これは非常に大きなことだと思っています。鎮魂とかそういうものになったり、

あるいはこの高田松原というものがあると、一見、花壇とか花というものは好ましくない

かのように思われますけれども、やはり今、温かで、華やかで、お子さんも含めて温かい

気持ちになる、楽しい気持ちになるという空間がとても必要なことだと思っております。 

 20 



 

これはちょっと変な話をするようで恐縮なのですが、実は、私は墓地の研究をしており

まして、それも、やはり被災地などで、今後墓地だらけになるような場所があるというこ

とを想定してやっているのですけれども、そういう中で、ドイツとかスペインですとか、

海外では花飾りですね、墓石とか樹木ではなくて、まさに花を、鎮魂というか人を思う人

たちが花の苗を持ってきて、そこにお子さんの遊ぶ遊具とか、あるいはその人たちが大事

にしていた額とか、そんなものを持ってきて故人を思うというようなことがされています。

そして、そういったところには、実は、ドイツなどではカフェなどもできていまして、多

くの方がそこに集える、要するに鎮魂とはいえ、そこでやはり昔の話ができるというよう

なコミュニティの場として十分機能するようなものができています。 

そんな意味で、この佐々木美代子さんのインパクトのある花とか、あるいはヒアリング

の中で言われている花壇というようなもの、広大な地域ですので、いわゆる花壇というよ

りは、もう少し、ここにあるインパクトという、昨今ですと芝桜とかいろいろな広大な地

域で、それがまたここの観光の資源にもなり得るような、目の覚めるような色が出るよう

な、ひたち海浜公園などですと、一面紫になるとか、一面ピンクになるとか、やはり寒い

場所ですので、春を感じさせるような、あるいは秋を感じさせるような、そんな温かな演

出ができるといいのではないかと思いました。 

それから、もう一つ取り込むべき内容として収益というお話があります。佐々木美代子

さんとSAVE TAKATAの伊藤さんから収益を上げるというお話がありました。こういう震災

祈念公園というのは、国とか県がやるから全くノーペイでいいのだということではなくて、

やはりここで市民の方々が何らかの形でそういうもので収益を上げる。例えば私の知って

いる事例ですと、ラベンダーなどを収穫して、それを乾燥させて、それをグッズにして、

枕だったり、あるいは地元の幼稚園とか保育園のお母さんたちがそういう作業に携わると。

要するに、何かしら、草花だけではなくて、それを媒介として作業をして、その結果が収

益に結びつく、それでまた次なるものを植えるというような、与えるものではなくて、自

分たちが生み出すような仕組みというものをここにはぜひ入れていただければと思ってお

ります。 

以上でございます。本編のほうは後でということでいいですか。 

【中井委員長】 

もし何かありましたら今。 

【池邊委員】 
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では、ちょっとだけ気になるところを。 

わかりにくいという中の一つが、この公園イメージと利活用イメージの関係の図だと思

うのですね。私も正直、最初見たときは、「あれっ、これは同じものが２つ入っているの

かな」と思って見てしまいました。といいますのは、真ん中が「震災への想いと追悼・鎮

魂」とか「失われたすべての生命（いのち）の追悼・鎮魂」というのと、あと、周りの

（２）から（８）が、これは全て一緒なのですね。その中に、片方は利活用イメージが書

いてあって、片方は空間イメージが書いてある。そのことが、私たちでもよく見ないと、

なおかつ文字が小さいので、ちょっとここはもう少し最終案にする段階では、どちらが利

活用で、どちらが空間イメージなのか。空間イメージのところには、少しはビジュアルが、

余り規定されてはいけませんけれども、写真かイラストでも入れてもいいのかもしれない

ですが、この２つがそれぞれ利活用のイメージと空間イメージのことを言っているのだと

いうことが少しわかるような工夫をしていただけるとよろしいかと思います。 

以上でございます。 

【中井委員長】 

ありがとうございました。 

ほかの委員の皆さんはいかがでしょうか。では、内藤委員、お願いいたします。 

【内藤委員】 

大勢においてよくまとまっていると思います。ご意見を伺う中で、これからの課題とし

て１つ申し上げておきたいのですけれども、本当に守れるのかということです。避難場所

という書き方をしていますので、では、そこに避難された方が安全かどうかということで

す。もし避難場所というふうに書くのであれば、シミュレーションを再度しっかりと、案

が固まるに従ってもう一度やるべきかと思います。 

それで、これは県の津波防災技術専門委員会のほうに何かの成案が固まったら１回戻す

のか、あるいはこの委員会の延長線上でやるのかわかりませんけれども、避難場所と書く

以上は、そういう技術的検証を今後の課題、大きなテーマにしないと、ここの文言だけで

避難施設と言った場合は、みんな安全だと思い込んでしまいますので。それは文学的表現

だから、技術的な検証がここから先、計画の中に混ざるべきだろうと思いました。 

【中井委員長】 

ありがとうございます。 

では、牛山委員。関連ですね。 
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【牛山委員】 

今の内藤委員のご指摘は全くそのとおりだと思います。ただ、難しいのは、100％の安

全はやはり保証できない面があるのですが、ただ、何の根拠もなくこの高さが避難所だよ

というのはまずいと思います。もちろんシミュレーションというのは絶対に正確なもので

はありませんから、それを超える規模のものが生じる可能性というのは当然あり得るわけ

ですけれども、ただ、いずれにしても想定津波というのは出ているわけですから、想定さ

れている津波の、しかもＬ１、Ｌ２とあるわけですから、Ｌ２クラスの津波であっても多

分到達しない、少なくとも今回の東日本大震災クラスが発生したとしても助かることがで

きる規模の山であるというような何かしらの根拠を持った高さにすることは絶対必要だろ

うと思います。 

【内藤委員】 

僕の記憶が間違っていなければ、基本的には同じ津波は来ないということで、Ｌ２でも

どうなるかわからないというのが基本的な認識ですよね。 

【牛山委員】 

Ｌ２は、まず起こりそうもない、ものすごく大きな津波と考えていただいていいと思い

ますけれども、同じ津波は来ないというか、ただ、それを超える規模の津波が絶対起きな

いとは言い切れないということです。ただ、その辺は、結局どこかでは見切らなければい

けないところがあって、その手の避難施設の高さをどうするかというのは、それこそ東

海・東南海地域でも非常に問題になっているわけですけれども、当然100％の安全を確保

した高さを決めることはできない。かといって、平らなところにはもう一切避難場所をつ

くらないというわけにもいかないということで、あくまでも高台へ避難できるのであれば

そっちが優先ではあるけれども、それのバックアップとして平らなところにも避難場所を

置くのだという考え方で行くしかないだろうと。 

【内藤委員】 

それはもちろんわかりますけれども、そのメッセージを次の世代にどうやって正確に残

すかということだと思うのです。避難施設という文言である以上は、みんなそこに逃げま

すので、だから、そこの書き方はとても難しいと思いますが、技術的検証とともに工夫し

ないと次の世代に誤解を与えるような気がします。 

【牛山委員】 

ただ、誤解といっても、平地に一切避難所を置かないという政策はとられているわけで
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はありませんので、平地には必ず何らかの避難施設を置いていく。その高さは当然限界が

あるけれども、そこは避難所ではないですよと言うのは一般的ではないと思いますので、

誤解のないようにというのはまさにそのとおりでありますけれども、この山は避難場所で

はないですよと言うのは、余り一般的なやり方ではないと思います。 

【内藤委員】 

ちょっとまだよくわからないですが。 

【牛山委員】 

はい。 

【中井委員長】 

いずれにしろ、技術的検証が必要だということはまさしくそのとおりであろうと思いま

すので、それを何と呼ぶかというのは、南海トラフとかそちらのほうの例も参考にしなが

ら考えていかざるを得ないかと個人的には思いますけれども、事務局のほうで何か補足的

なコメントがありますか。 

【岩手県県土整備部技監（道路都市担当）】 

公園の避難とかを意識したときに、築山を含めて、どういう施設が必要で、どういう避

難計画をつくるかというのは、シミュレーションをやってきちんと検討していきたいと思

います。それから、そのときにどういう名称といいますか文言を用いるかも、ちょっとい

ろいろな他の例とかも参考にしながら検討したいと思っております。 

【中井委員長】 

はい。 

ちょっと私、１つだけつけ加えると、まずは、南海トラフのように５分とかというよう

な時間ではないので、まずは避難というのが最初だと思いますので、そういう意味でも、

避難路を充実させておくということの上に、この築山のこともあるかと思っています。 

涌井委員、どうぞ。 

【涌井委員】 

今の内藤委員のご懸念は、実は、この国営公園をつくるべしというこの委員会の前提に

なっている本省での私的懇談会でも、たしか同じ議論が出ていたのですね。つまり、こう

いう施設をこしらえて、そして、それが流されたのでは話にならないねということが前提

になっていますので、要するに、やはり表現についてはしっかり留意をすることが非常に

重要なのではないかという気がいたします。 
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それから、この地域には、たまたまそういう名称の場所がないわけですけれども、築山、

築山と言っているわけですが、日本全国を含めて、仙台平野には、とりわけ日和山という

ものもありますし、それから、一部の地域には命山という名前がそのままダイレクトにつ

いているところも日本全国の中にはあります。そういう面で言えば、盛り土をした築山風

のものがそういう施設になるということはあり得るわけで、築山という表現の中にも若干

そうしたニュアンスが書かれることが、歴史風土ということと無縁ではないので、しっか

り必要なのかなと。 

それから、先ほど池邊委員がおっしゃった、よく意味がわからなかったのですけれども、

山の上に木を植えるということを造園の人たちがやるというのは。 

【池邊委員】 

これは、樹林帯をつくるという話がありますね。それを仮に築山の上にやると、人間は

無知なものですから、30年後には木が30メートルに育つということを忘れて植えるという、

その我々がよくやることをやってはいけないのではないかと。 

【涌井委員】 

それは相当ぼけた造園屋がすることで。 

【池邊委員】 

でも、過去にやってきたという話が。 

【涌井委員】 

余りぼけていない者は、そういうことはやらないのではないかという気がします。 

それはそれとして、ただ、池邊委員が指摘されたことで、あるいは本多委員が指摘され

たことで非常に重要なことは、名勝高田松原の指定の要件というもの、この原点はやはり

しっかり踏まえる必要があるのではないかと。これは、やはり次の課題だろうと思うので

すけれども、名勝高田松原という、この名勝が指定されているという要件をどうやってき

ちっと考えていくのかということは全体の中で非常に重要なことだ、このことはそのとお

りだろうと思います。とりわけ、樹下の逍遙に適している場所、あるいは緑樹などの合成

する場所というようなことがしっかりと書かれていますので、こういった点をこれからの

計画の中でどうやってきちんと生かして、そして、文化財としての歴史的な景観、名勝で

あるというところと、先ほど申し上げた日和山等を含めた、いわば地域の伝承的な歴史的

風景みたいなものとあわせてどう考えていくのかという視点はすごく大事なのではないか、

さような気がいたします。 
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【池邊委員】 

ありがとうございました。指定要件の中には幾つかほかにもキーワードになるものがあ

りますので、それを生かした樹林にしていただけると大変助かります。 

【中井委員長】 

ありがとうございました。 

では、行政委員の皆さんはいかがでしょうか。では、久保田副市長、お願いいたします。 

【久保田行政委員代理】 

地元の陸前高田市から、今日は市長の代理で参りました副市長の久保田でございます。

２点、私から申し上げたいと思います。 

１つは、今、ご議論になっておりました避難所というか安全性のところで、公園の中で

避難するという表現を使う以上、その検証というかそういう部分というご指摘がありまし

た。そのとおりだと思います。私どもも、市内にこういうものができる以上、安全なもの

にしていかなければならない。一方で、私は今、陸前高田市内における震災の検証の委員

会の委員長ということになっていまして、牛山委員にも入っていただいて検証作業を進め

ているところなのですが、今回、市内にたくさん避難所があったわけですが、その避難所

においても、残念なことに多くの犠牲を出しました。200人以上が亡くなっております。

ですから、そこからの教訓としては、避難所というものは、私ども震災以前には、ある面、

絶対安全な場所と考えていたような節もあるのですが、今回わかってしまったことは、絶

対安全な場所ではない。これは、今回の東日本大震災の津波が仮に届かなかった場所であ

ったとしても、それが将来ももちろん安全だという保証はないわけでありまして、ですか

ら、避難所というのは、恐らくほかの近辺の場所よりは比較的安全であろうということな

のですが、絶対的に安全な場所ではないということが、図らずもこれはもう市民の間でわ

かってしまったということではないかと思っています。 

そういう前提も踏まえて、私ども検証作業、そして避難マニュアル等をこれからつくっ

ていくわけですが、これは、公園のほうでもこういう点についてはきちんと検証するとい

うことだと思いますが、連携して整合性をとってやっていく必要があるかと思っておりま

す。 

それから、パブリックコメント等に関する感想ですけれども、この間、パブリックコメ

ントの募集、そして地元の関係者へのヒアリング等々、取りまとめを本当にありがとうご

ざいました。意見は本当にさまざまな観点から皆さん言われているわけであって、いろい
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ろな観点ですごく期待しているというものが多いと思ったわけですが、一部に必ずしも賛

意を示していないような意見もあったわけであります。私どもとしては、この公園につい

ては、ほぼ丸２年前からになると思いますが、平成24年６月に市民の署名集めから始まり

まして、これは３万3,000通で市民の数よりも多いわけですが、公園を実現したいという

市民の運動がありまして、それが私どもとしては発端になって、こういうふうにここまで

進んできたものと思っております。今回のパブリックコメントにつきましても、チラシを

全戸配布して、意見を募集して、市民も含めて12通ということで、数としては必ずしも多

くはなかったわけですが、ただ、サイレントマジョリティーの方々の気持ちも踏まえます

と、やはりこの公園が早くできてほしいと思っている市民が大多数ではないかと私どもと

しては思っているところでございます。 

いずれ、基本構想が今回取りまとまって、この後、基本計画ということで進んでいくわ

けですが、地元といたしましても、何かしてもらうという観点だけではなくて、皆さんを

お迎えする上で地元として何ができるのかということで、先ほど収益の話などもありまし

たけれども、どういうことが私たち市民としてできるのだろうかということを考えながら

取り組んでいきたいと思っております。 

ありがとうございます。 

【中井委員長】 

ありがとうございます。 

ほかに行政委員の皆さんからはどなたかございますか。 

もし特にということでございましたら、いただいたご意見で、まずはこちらの資料２の

ほうでございますけれども、パブリックコメントでいただいた意見に対する見解・対応と

いう資料ですが、こちらの中身の、特に見解・対応というところについては、事務局を中

心に、今日いただいた意見を踏まえて修正していただければと思います。 

それから、今日いただいた意見の中で、私も、基本構想の本文の中をもう一回ちょっと

見直したほうがいいかなというものが幾つかございまして、１つは、私のほうの整理とい

うことになりますけれども、資料４の基本構想案を見ていただきたいのですが、４ページ

に「公園利用者や市街地の安全の確保」というところがございます。この辺に、牛山委員

からいただいた中で、特に情報関係の施設、そういったものはちょっとここに追記したほ

うがいいかなということを感じております。 

それから、本多委員や、これは池邊委員、涌井委員からもありましたけれども、名勝と
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しての高田松原の話で、このあたり、９ページとか、それから13ページとか、そういった

あたりがちょっと関連しております。もともとの案で私はかなりそういうことも含めて書

き込んだつもりではあったのですけれども、今日いただいた意見を踏まえて、この９ペー

ジの②とか13ページの⑧の辺は、もう一度文章を見直して、可能な限り今日いただいたご

意見をそこに反映できるような形で修正させていただければと考えております。 

それから、もう１カ所、16ページの「⑫地震発生時に津波から安全に避難する」、ここ

は避難施設としての築山というようなお話なのですけれども、ここももう一度ちょっと文

章を見て点検をさせていただければと思っております。 

あとは池邊委員からいただいた図のところ、そこは事務局と私でもう一度、図のタイト

ルをもう少しわかりやすくということだと思いますので、見直してみたいと思っておりま

す。 

概ねそういうところを少し点検、見直しをするということで、いただいたパブリックコ

メントでの意見、それから有識者へのヒアリングを踏まえた基本構想案ということをもう

少し詰めさせていただきたいと思いますけれども、最終的な策定、公表について、私にお

任せいただければと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【中井委員長】 

はい、ありがとうございました。では、そのようにさせていただければと思います。 

パブリックコメントの意見も委員の皆さんから今いただいた意見も、次の基本計画検討

へ向けた課題と今後の予定ということと大きく関係していますので、それについての資料

を、資料４と５になりますけれども、簡単に事務局からご説明していただければと思いま

す。 

【東北地方整備局都市調整官】 

それでは、今後の基本計画検討に向けた課題と、あと、スケジュールをあわせて説明さ

せていただきます。資料は６と７をご用意いただければと思います。 

まず、資料６でございますが、先ほどのパブリックコメントでの回答にもありましたよ

うに、また、今こういった議論がもう既になされているところでございますが、今年度、

基本計画を検討していくことになります。具体的には、資料７にスケジュールがございま
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すが、先ほどの中井委員長の指摘を踏まえた見直しを６月いっぱいで、６月中にはもう全

部終えてしまいまして、基本構想をという形で一旦整理した上で、７月から基本計画の検

討に入ってまいりたいと考えてございます。そのための業務につきましても、今、発注作

業中でございます。 

その検討に向けて、この基本構想がその検討のスタートラインといいますか発射台にな

るわけでございますが、特に基本計画でこういった課題があるのではないかということを

パブリックコメントでの意見も踏まえまして整理させていただきました。上から読み上げ

させていただきますと、具体的には、追悼・鎮魂の場の具体的なあり方です。これは、空

間デザインもそうですし、慰霊碑とかをどう扱うのかということなども論点としてあろう

かと思います。また、それを踏まえた国営復興祈念施設の位置、内容、これは築山のデザ

インという話もございましたが、それ等を含めた国営復興祈念施設はどうなるのかという

ところ。また、教訓の伝承のあり方ですね、震災遺構の保存・活用方策もまだクリアにな

っておりませんので、それも含めた教訓の伝承をこの場でどのように行っていくかという

こと。また、先ほどから池邊委員、本多委員、涌井委員からもお話がございました、名勝

高田松原の区域がこの公園に入っておりまして、保安林の事業も入るわけでございますが、

その今後のあり方につきましても、文化庁の協力も得ながら一定の整理が必要なのではな

いかと考えてございます。 

また、池邊委員から花の話もございましたが、パブリックコメントでも植栽の意見も結

構ございました。この公園の植栽計画をどうしていくかということも大きな課題です。 

また、古川沼といった自然環境の再生のあり方、また、維持管理の具体的なあり方、ま

た、公園づくりへの市民参加、特に、今年度の計画段階から、陸前高田市で活動している

いろいろな主体がどのような形でかかわっていくかということも大きな課題です。また、

最後にも議論になりました公園利用者の安全確保の問題、また、中心市街地や道の駅との

連携のあり方、あと最後、以上を踏まえた最終的な国・県・市の役割分担、これは行政的

なところになるわけでございますが、こういったところが課題になるものでございます。 

ですので、基本構想を踏まえて、こういった点を今年度７月以降の基本計画検討調査で

の課題という形で提案させていただきました。この中で足りないこととかがございました

ら、今、ご意見をいただきまして、追加した上で７月以降の業務を進めてまいりたいと考

えてございます。 

また、スケジュールについてでございます。資料７を今一度ご覧いただければと思いま
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す。 

これまでのスケジュールを上のほうに書いてございますが、３月10日に第４回委員会で

基本構想素案を提示いたしましたが、その日、全く同じ日でしたので情報提供がちょっと

遅れてしまいましてまことに申しわけなかったのですが、国のほうで、国といっても復興

庁ですが、第10回復興推進会議が同日に開催されました。資料は参考資料４に１枚だけ、

「未来を見据えた取組」という形で載せてございます。これは復興庁でインターネットで

も公表している資料でございますが、この第10回復興推進会議において「国営復興祈念施

設の整備に向けた検討」というものが初めて明記されまして、国営鎮魂の丘（仮称）を被

災３県に各１カ所設ける構想で、岩手、宮城は平成27年度事業化予定、平成32年度末を目

途に整備ということが初めて表に出てきたわけでございます。ここで言う岩手の国営鎮魂

の丘というのは、まさにこの高田松原津波復興祈念公園で検討すべきものでございますし、

また、宮城というのは、石巻の南浜地区で同じように検討しておりますが、そこを指して

いるものでございます。 

本日、第５回委員会でございますが、先ほどの中井委員長のまとめを受けました作業を

今後行いまして、６月中に基本構想という形で公表していきたいと考えてございます。基

本計画の検討は７月以降という形でございまして、先ほどお話しした課題、また基本構想

を柱に具体的な公園のありようを考えていきたいと思っております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

【中井委員長】 

ありがとうございます。 

この資料６をもとに、これは、基本計画で特に議論すべき特記事項というような位置づ

けでいいのですね。これは公園の基本計画なので、本来検討しないといけない標準的な内

容というものが当然あって、例えば駐車場をどうするかとか、そういうものはここには書

かれていないけれども、それは当然やりますと。その上で、特に、これまでいただいたご

意見とか、それから、この議論の中で出てきたものを列記するとこんな形のものになりま

す、そういう理解でいいのですね。 

【東北地方整備局都市調整官】 

はい、そうです。当然、動線計画とか交通計画とかといったものは、基本計画の中に必

要なものですからあるのですけれども、特に留意すべきところとしてパブリックコメント

を踏まえてまとめたものということでございます。 
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【中井委員長】 

はい。 

それでは、この資料６について、こういうことももっと議論したほうがいいのではない

かとか、あるいはここに書かれたことについて、もう少し具体的にこういうことを検討し

たらどうかというようなご意見を、これは全部次の基本計画への引き継ぎ事項ということ

になりますので、委員の皆様方からお願いできればと思います。いかがでしょうか。広田

委員、どうぞ。 

【広田委員】 

住民参加についてですが、ここで２つ上げられていて、どちらも重要なトピックスだと

思うのですけれども、特に計画段階からの多様な主体の参画というところでは、私は、も

うすぐにでも、どういう人に、どういう形で参加してもらえばいいのかの検討の作戦を練

るために、極端に言えば、もう明日からでも、そういった判断ができる住民の方に相談し

ながらこれを進めていくというような進め方をしたほうがいいかと。オフィシャルな委員

会でなくていいのですけれども。そうでないと、この基本計画の策定のための委員会とい

うか、そういう体制の中でオフィシャルに検討するのは、それはもちろん必要なのですけ

れども、そこの前段階で、要するにいろいろな情報が欲しいわけじゃないですか。そうい

う情報を提供してくれて、相談に乗ってくれるような住民の方と自由にそこら辺の作戦と

いうか、これからどう進めていったらいいかも含めた相談ができるような人たちと話し合

いながら進めたいなという気がするのですね。 

昨年度は、私のところにご説明に来られて、打ち合わせのときに、同じような趣旨のこ

とを言ったのですけれども、そうしたら、今年度はひょっとしたら部会みたいなものをつ

くって検討するかもしれないというようなこともおっしゃられて、それであれば、そうい

った部会の中でそういう方に入ってもらって作戦を立てていくといいますか、そういうこ

とができるかと思ったのですが、来年度の、もう今年度になっていますけれども、基本計

画検討に向けた体制というか、そこら辺が私自身ちょっとよく見えていないので、そうい

った進め方をさせてもらえるとすごくいいなと思います。 

【中井委員長】 

ありがとうございます。 

事務局で、今の広田委員の件で何か補足されることがありますか。 

【東北地方整備局都市調整官】 
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来年度どうしていくかということについては、基本的に、これまでの検討を踏まえて必

要な体制をとっていこうということでございます。広田委員からのお話のとおり、陸前高

田市の中でいろいろ活動されている方々をどう巻き込んでいくかというのと、こういった

オフィシャルの委員会というのか、両方必要だと思っておりまして、そこをどのようにつ

ないでいくかとか、そういったことも大事かと思っております。 

この７月からと言っているのは、例えばこういった委員会とかといった形で公式にオフ

ィシャルにやっていくのが７月からというような形ではあるのですが、業務としては、当

然、我々だけではなくて県も市も含めて日々連続的にやっているわけでございますので、

そういったことは随時やっていきたいとは思っております。 

【中井委員長】 

はい。少しその具体的な体制、それは今後、今年度の基本計画の検討体制とイコールと

いうか同じことだと思いますけれども、それは、では事務局のほうで受けていただいて、

また考えていただけますか。今の広田委員が言われたことは、事務局としては十分理解し

たということだと思います。 

ほかにはいかがでしょうか。本多委員、どうぞ。 

【本多委員】 

私からは、平成26年度は具体的な基本計画に入っていくということのようですけれども、

世界遺産の富士山の関係で三保の松原のことをインターネットで見たのですが、保存管理

計画案というものが公開されております。したがって、先ほど広田委員からもお話があり

ましたが、市民サイドからの考え方ということに関わって、震災前、保存管理計画につい

て作成にとりかかっていた形跡はあるようですが、残念ながら今までは正式な高田松原保

存管理計画はありませんでした。これらとのかかわりというものも念頭に置きながら進め

るべきと考えます。計画を作成するマンパワーが現在不足しているので手がつけられない

のが現状かと思いますが、これらのことも意識しながら構想していく必要を感じているの

でお話しいたしました。 

【中井委員長】 

ありがとうございました。 

池邊委員、どうぞ。 

【池邊委員】 

高田松原について保存管理計画がなかったということは文化庁ももちろん認識している
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わけで、一応、今年度は委員会をつくって保存管理計画をつくるということは決定してお

りますので、もちろん市の教育委員会の方々にもご協力いただかなくてはいけませんが、

これからの再生に向けて、また、指定要件を踏まえた今後のあり方、それらを踏まえた保

存管理計画はつくる予定でおります。 

以上です。 

【中井委員長】 

それは、どちらのほうでつくられるのですか。文化庁がつくるのですか。 

【池邊委員】 

はい。 

【中井委員長】 

はい。それは、本多委員が言われているような保存管理計画と同じなのかどうか、私も

ちょっとよくわかりませんでしたけれども。 

【本多委員】 

私の意見は、陸前高田市の立場というよりは、事業が具体的に展開されていく中で、保

存管理計画のようなものがなければならないだろうという必要性について述べたわけであ

りまして、池邊委員からは、それをつくるということなので、これからは様々な形で連携

していかなければならないだろうということです。 

【中井委員長】 

はい。 

【池邊委員】 

バトンを交換しながらやっていきたいと思います。 

【中井委員長】 

わかりました。 

ほかには。では、牛山委員、どうぞ。 

【牛山委員】 

広い意味での震災遺構の保存の関連ですけれども、これまでの議論の中で幾つかの建物

が震災遺構として保存されると。それで、多分結果的に、今回の震災被災地の中で一番高

密度に建物が残る地域にここはなると思うのですけれども、そっちのほうに私自身もちょ

っと関心というか議論が集中してしまっていて、それだけ残せばいいわけではなかったな

というのを最近ちょっと反省しております。結局、余りにきれいになった公園の中に遺構
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となって残った建物だけがぽんとあるというのは、何か不自然な感じがするわけでありま

して、そこがまちであったのだということがわかるような、そういうものを残したり、あ

るいは見せ方であったりいろいろだと思うのですが、その辺は今後少し工夫していかなけ

ればいけないのかなと思います。 

だから、今回の報告書の最後のほうに、住宅基礎跡とか道路敷跡とかの記述がありまし

て、そういうものをやはりあわせて残していく必要があると。地域によっては本当に住宅

基礎しか残っていなくて、それを保存するのだということに決めたところもたしかあった

と聞いておりますし、そのほかにも、もちろんベタですけれども、かつてのまちの写真を

同じ場所に立てるとか、あるいは、今ですから、いろいろな情報技術を使ってバーチャル

リアリティー的な体験ができるようにする等、やり方はいろいろあると思いますので、た

だのきれいな公園ではなく、ここはまちだったのだよということを実感できるような、あ

るいは思い出として残せるような、そういう仕組みづくりも少し意識して、これはもうか

なり個別論の話になってくると思いますが、今後の議論の中では少し意識していったほう

がいいかと思っております。 

【中井委員長】 

ありがとうございます。 

正確に言うと、今回の公園区域は、まちだったところは一部なのですけれども、そこに

ついてそういうようなことをぜひ検討してはどうかというご意見だと思います。 

【牛山委員】 

一部であるからこそ、むしろやりやすいのではないかという感じもいたします。 

【中井委員長】 

ありがとうございました。 

池邊委員、どうぞ。 

【池邊委員】 

この意見は陸前高田市の生涯学習課からのお願いというか、ぜひともこういうものを入

れてほしいというお願いでございます。追悼・鎮魂の場の具体的なあり方と教訓の伝承の

あり方の両方に係るかと思いますが、今、陸前高田市では、たくさんの被災した石碑がご

ざいます。中には、もちろんきちっとコミュニティで引き取って、再び同じ場所に置くこ

とができるところもあるのですけれども、そういう方々が高台移転してしまうとか、ある

いはもとあった場所に置けないとか、さまざまな理由によって置き場のない石碑がかなり
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多数出ることになっております。 

皆様、広島の平和記念公園には、もうたくさんのそういう碑があることもご存じかと思

いますけれども、そういうものを余り変なふうな団地的にではなく、さりげなく、うまく

この公園の中に、コミュニティの方々の思いのこもった、あるいは有名な方々が高田松原

に向けて詠んだもの、そういうものが、最終的には戻せるものもあると思うのですが、一

時的な置き場としてということと、あと、最終的にもそこに置くかもしれない、そんな場

をぜひここの場所に設けていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

【中井委員長】 

ありがとうございました。 

広田委員、どうぞ。 

【広田委員】 

私もまさに同じ意見を持っております。と申しますのは、副市長さんもおられるので具

体的な話をしますと、森の前という町内で、村上道慶という郷土の偉人の石碑が五本松と

いう場所にまだそのまま倒れているのです。町内の方は、何とかあれを、本当はかさ上げ

の区画整理地の中で何らかの形で復元したいという思いを持っていらっしゃるのですけれ

ども、なかなか誰にどう言っていいかわからないということで、実は私が計画を、要望書

を書こうということで、いろいろ歴史も調べて、写真も撮りながら、町内会の方と、いず

れ何らかの形で市役所に伺うと思うのですが。 

実はそういうものが結構あるのですね。もう３年も過ぎて、ようやくそういうものを何

とかしようというような機運というものが地元にも生まれているので、どうしても元の場

所に復元できないようなものについては、まさにこの公園の中にそういう場所を設けても

いいのかなと。 

先ほど婦人会の佐々木さんからもありましたね、思い出の何かを少し置けるような場所

と。あれも、今はもうダンプが行き交っているのでなかなか作りにくいのですけれども、

たくさんいろいろなところにちょっとした花があったり石を置いたりしているのですが、

ああいうものもすごく、まさに鎮魂の場なので、そういうものも公園で受けとめられれば

というのはすごく強く感じています。 

以上です。 

【中井委員長】 

ありがとうございました。 
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本多委員、どうぞ。 

【本多委員】 

市内の石碑を震災の年に国土交通省の協力で調査することができましたけれども、高田

松原地内に石川啄木を含めて８基の石碑がありましたが、現時点で一基も発見されていな

いことは、皆さんに前にお話ししました。石川啄木の関係者が、タピック４５道の駅のと

ころに歌碑を新たに建立いたしました。以前あったのは「いのちなき砂のかなしさ

よ・・・」の歌碑でしたけれども、今回は違った内容の歌碑を建立しております。関係者

に質問したところ、もし発見された時のことを考えてということでありました。つまり

「いのちなき砂のかなしさよ」の金田一京助先生の揮毫によるものですが、それが発見さ

れた時のことを考えて別な内容の歌碑を建立したということです。いつの日か一本松付近

に移動させたいと思っているということも話しておりました。 

現在のところ全く見つかりませんけれども、そういうお話もあるということをお伝えし

ておきます。歴史、文化の視点からも公園について検討していかなければということで発

言いたしました。 

【中井委員長】 

ありがとうございました。 

では、ほかは。内藤委員、どうですか。 

【内藤委員】 

特にないのですけれども、今後のことですが、むしろ牛山委員の意見のほうがいいかと

思うのですが、まち全体の防災計画の中にここをどう位置づけるのか、逃げるのかとどま

るのかとか、何かそういうことも含めた具体的なビジョンがあって、その上にデザインが

かぶさってくるという話になるのが本当はいい。ただ、市のほうの防災計画がいつの段階

でまとまるか、多分なかなかまとまらないと思うので、そういう中でどうしておくかとい

うのが、この次のステップの問題かなという気がします。 

【牛山委員】 

公園の付近での防災計画というか、そこにいる人の避難計画というイメージ。 

【内藤委員】 

そうですね。でも、本当はそれにもうちょっと大きい、もっと広域避難計画があって、

公園の避難計画があってという入れ子になっていると思うのですが。 

【牛山委員】 
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そこは余り独立の話にしないほうがいいと思います。 

【内藤委員】 

はい。 

【中井委員長】 

そうですね、そういう意味で言うと、ここには「公園利用者の安全確保」と書いてある

のだけれども、それはやや限定に過ぎるので、少しこの公園区域の避難計画であったり安

全確保ということで、当然、市街地の防災計画とも関係してくるので、ここはもうちょっ

と膨らませた感じにして、どっちかというと、築山のデザインのほうに行ってしまってい

るのですけれども、そうではなくて、技術的な検証もきっちりやるというのは、さっきの

議論もありますので、ぜひつけ加えておいていただければと思います。 

涌井委員は何かございますか。 

【涌井委員】 

あえて言えば、やはり景観の記憶をどう伝承するのかということについて、やはり何か

の仕掛けが必要なのではないかという気がするのですね。とりわけ囲繞についてはなかな

か難しいのですけれども、それは時間の経過とともに囲繞は完成させていくにしても、遠

望するというか眺望する景観はそんなに変化がないですね。その眺望対象になる景観なり、

あるいはどこを視座にするのかというあたりのことをしっかり考えて、そこに立つと彷彿

と高田松原があった時代を頭の中にイメージして、それを誘引してくれるような、そうい

う空間操作というかイメージ操作が必要だろうと思うのですね。そういうことをぜひ考え

ていくことがすごく大事なのではないかと。 

それに、先ほど言った歌碑であるとか特別なものがどこかに個別的にあると、人間の頭

の中で、その部分とそれがうまく整合化して、ある種のいわゆるふるさとのイメージとい

うものがふつふつと湧いてくるので、そういう一つの空間操作が必要なのではないかとい

うことを、あえて問われれば、申し上げておきたいと思います。 

【中井委員長】 

ありがとうございます。 

今の話は、多分公園の中だけではなくて、かさ上げの市街地ですとか、あるいは今泉の

高台ですとか、かなりいろいろなところからこの新しい公園の展望ができるようになりま

すので、そういった公園区域外との見る、見られる関係も少しこの中で検討してはどうか

というように私も聞きました。ありがとうございました。 
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それでは、行政委員の皆さんにも、最後でもございますので一言ずついただければと思

っておりますが、どなたからでもよろしいのですが、いかがでしょうか。それでは、舟引

委員の代理の五十嵐委員ですね。 

【五十嵐行政委員代理】 

国土交通省でございます。先生方には大変貴重なご意見をいただきありがとうございま

した。先ほど脇坂調整官からご説明がありましたけれども、今後のスケジュールに従って、

復興庁とともにきちんと進めてまいりたいと思っております。 

また、第10回の復興推進会議で政府の方針が示されたわけでございますけれども、これ

につきましても、より深く政府として意思決定していく必要があるだろうと考えておりま

して、手続を進めさせていただきたいと考えております。 

また、資料６のほうで検討の課題、宿題のようなものをたくさん頂戴いたしまして、や

や大変だなというのが実感でございますけれども、こういったものを進めていくと、まま、

それぞれのことでパーツに分かれてしまって一体感が損なわれるということもございます

ので、市、県あるいは国、あるいは復興庁、文化庁、私どもの立場で、そろそろ形という

ものを意識しながら、最終的なでき上がりも意識しながらきちんと進めていきたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

【中井委員長】 

では、お願いいたします。 

【奥山行政委員代理】 

道路部長代理で参りました奥山と申します。よろしくお願いします。 

今回の基本構想ですけれども、一般の方から寄せられたパブリックコメント、そして、

地元関係者のヒアリング等、前向きの発言等がございましたけれども、真摯に回答して行

っていただければと思います。また、道路部としましても、この公園等と調整を図りなが

ら、趣旨に沿ったものを仕上げていければいいかと思っております。 

簡単ですけれども、以上でございます。 

【中井委員長】 

ありがとうございます。 

【岡本行政委員】 

整備局の建政部長の岡本でございます。 

本当に長い間といいますか、当初４回ほどの予定だったのですが、年度をまたぐような
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形で、委員の皆様には本当にご協力をいただきましてありがとうございます。若干、途中

の経過が事務局のほうで足りない部分があったかと思いますが、おかげさまで大変密度の

濃いものがまとまってきたかと思っておる次第でございます。 

先ほど五十嵐調整官からもお話がありましたけれども、我々行政のほうとしては、まず

は今、「事業化予定」と書いてございますが、そこの「事業化の実現」ということをしっ

かり見据えて、引き続き県、市、それから国土交通省と協力しながら進めていくことと、

あと、既に発注手続も進んでおりますけれども、今年度、改めて基本計画をきちんとつく

っていくという両にらみの作業が必要になってくると思いますので、引き続き先生方には

節目、節目でいろいろな形でアドバイス等々をいただけるようにお願い申し上げて、ご挨

拶とさせていただきたいと思います。 

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。 

では、復興庁の亀村推進官。 

【亀村行政委員】 

復興庁岩手復興局の亀村でございます。 

先生方には、大変ありがとうございました。 

私から、１つは、基本計画を今年度やりますけれども、これは復興庁の予算で既に確保

しております。それから、資料６の下から２つ目の中心市街地との連携ということで、こ

れは、中心部については区画整理事業と津波復興拠点事業ということで市のほうで事業が

進んでおります。一方、公園のほうは国、県ということで、事業者単位も違いますし、区

画整理のほうは、今後、順次整備が進んでいきます。また、盛り土をするということで段

差ができたりしますので、この辺、どう回遊性を持たせて、市街地の人たちが公園にどう

行けるのかといったあたりは、今年度の計画で詰めていっていただけるといいかと思いま

す。 

以上です。 

【中井委員長】 

ありがとうございます。 

では、久保田副市長。 

【久保田行政委員代理】 
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この間、中井委員長を初め、各委員の先生方、そして関係者の皆様方には、この基本構

想の取りまとめのためにご熱心にご議論いただきましてまとめていただきまして、本当に

ありがとうございます。先ほども申し上げたのですが、２年前に署名集めを始めたころに

はここまで来られると思っていなかったというか、本当にそのときのことを考えれば、夢

のように実現に向けて進んできたなという感じがしております。 

先ほども話が出ていましたように、また、基本計画の検討に向けては、市民参加の具体

的なあり方とかも必要になってきますので、私どもとして、もう既にこの間ずっと地元で

かかわっていた資料３にあるような地元の関係者の皆様方、この方々が、恐らく市内では

各分野の中心的な人物であろうと思いますので、彼らにも相談をしながら、そういう体制

をつくっていきたいと思っています。 

今後ともご指導いただきながらしっかりと進めていきたいと思います。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。 

では、佐藤部長。 

【佐藤行政委員】 

岩手県でございます。 

高田松原の津波復興祈念公園につきましては、平成24年７月に私どものほうで設置させ

ていただきました公園構想会議を含めると、これまで２年間にわたりまして、中井委員長

を初め、委員の皆様方に、専門的に、また、さまざまな観点からご意見、ご助言をいただ

きました。また、国におかれましても、この有識者委員会をこれまで５回開催していただ

き、委員会を通じてこういう形で基本構想をまとめていただきました。この間、地元の

方々のご意見あるいはパブリックコメント等、さまざまなご意見をいただいたもので、若

干修正がありますけれども、本当にしっかりまとめていただいたと思っております。改め

て、委員の皆様、国の皆様方に感謝を申し上げます。 

本日の議論でさまざま、これから基本計画の中で進めていかなければならない課題をい

ただいております。中でも私どもがしっかりやっていかなければならないのは、やはり早

い段階から住民の方々にいかに参画していただくかということ、あと、今日改めて、安全

確保の考え方、ここについては我々ももっと、こうあるべきだということをきっちりと整

理して、基本計画の中で皆さんにわかっていただけるように、不安がないようにというか
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誤解がないような形のものをつくっていきたいと思っております。 

いずれ、引き続き国あるいは地元陸前高田市の皆さんと連携しながら基本計画を具体化

していくとともに、公園全体の整備は私どもが担当していきますので、早期に東日本大震

災全体を代表するような公園をつくるという思いを持って進めてまいりたいと思っており

ます。今後とも、委員の皆様方におかれましては、私どもの公園の整備を進めるに当たり

まして、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

本当にありがとうございました。 

【中井委員長】 

どうもありがとうございました。 

それでは、この資料６の取り扱いですけれども、これは、今日いただいたご意見を踏ま

えまして、これは最終的にはどうなるのですか。これも、さっきの基本構想を公表すると

きに一緒に公表するというようなイメージなのですか。 

【東北地方整備局都市調整官】 

そうではなくて、これは、次の段階のときに、基本構想とセットで、これが課題です、

だから、基本計画ではというふうに使いたいと思っています。 

【中井委員長】 

わかりました。 

それでは、この資料６は、多分基本計画のキックオフのときに資料として出てくるよう

な取り扱いになると思いますので、本日の意見を踏まえての修正は私と事務局にお任せい

ただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【池邊委員】 

先ほどの石碑の件は、もし要請があれば、本文のほうに少しでも、本文というか構想の

ほうのどこかの、空間イメージとかのところでも構わないのですけれども、何か入れられ

ないかどうかというところを。 

【中井委員長】 

では、ちょっとそれは、こちらのほうで受けて検討をいたしましょう。元々のところに

でも引き取っていただくというか、元々のところに再建できれば、それが一番いいのです

ね。 

【池邊委員】 

そうです。それは原則なのですが、それ以上にかなり多くあるということは、私どもの
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調査でもう既にわかっておりますので、よろしくお願いいたします。 

【中井委員長】 

はい、わかりました。 

どうもありがとうございました。 

それでは、次第の４、その他がございますけれども、事務局から何かございましたらお

願いいたします。 

 

４．その他 

 

【東北地方整備局都市調整官】 

事務局でございます。その他ということで特にないわけでございますが、事務局を代表

しまして、最後にお礼をさせていただきたいと思います。 

本当にこの５回の委員会の中、全て盛岡開催となってしまいまして、一度ぐらい現地開

催をしたかったのですが、なかなか日程がかなわず申しわけなかったと思っております。

とりあえず基本構想という形でまとめさせていただきましたが、やはり基本計画に向けて

これをより進化させていかなくてはいけないかと思っておりますし、私も、震災直後から

この仕事に携わっているわけですが、震災直後と違いまして、今は、むしろ風化が懸念さ

れるというような話もマスコミなどでは出ているところでございまして、この公園の意味

とかあり方も徐々に変わってきているのではないかという感じもしてございます。国全体

としての事業化の動きを行政としてはやっていかなくてはいけないわけですけれども、そ

れに呼応する形で、本年度、基本計画もしっかりやっていきたいと思っておりますので、

引き続きよろしくお願いします。 

今日はどうもありがとうございました。 

【中井委員長】 

どうもありがとうございました。 

５回にわたりまして委員の皆さん方に議論していただきまして、何とか取りまとめとい

うところまで行くことができました。委員長としては、まことにありがとうございますと

いうお礼を申し上げるしかございません。 

それでは、今日の委員会はこれで閉会とさせていただきたいと思いますので、進行を事

務局にお返しいたします。 
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５．閉 会 

 

【東北地方整備局都市・住宅整備課長】 

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ましてまことにありが

とうございました。 

本日いただいたご意見を踏まえまして、中井委員長と調整の上、基本構想の策定と公表

を６月中に行わせていただきます。また、基本計画の検討へ向けた課題につきましても、

中井委員長と調整の上、７月以降の基本計画の検討において的確に反映させてまいりたい

と考えております。 

それでは、これをもちまして第５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００分） 
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