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１．基本構想の概要

東日本大震災により犠牲となったすべての生命（いのち）への追悼と鎮魂の思いとともに、基本理念
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 まちと震災の記憶をつたえ

 生命（いのち）のいとなみの杜をつくり

 人の絆（きずな）をつむぐ

【犠牲者への追悼と鎮魂の場を構築する】

宮城県や被災地全体の追悼と鎮魂の中核的な場所とし

基本方針

【追悼と鎮魂の場】
追悼と鎮魂のための祈りの場として、多様な想いでさまざ

空間の骨格

宮城県や被災地全体の追悼と鎮魂の中核的な場所とし
て、祈りの空間を整備する。

【被災の実情と教訓を後世に伝承する】

の地の環境変化と震災被害を実感し 教訓を伝承する

追悼と鎮魂のための祈りの場として、多様な想いでさまざ
まな方向を望むことのできる「追悼と鎮魂の丘」を設ける。

【教訓の伝承の場】
元の街路形態や震災遺構 震災後出現した湿地等を公園この地の環境変化と震災被害を実感し、教訓を伝承する

場を整備する。

【復興の象徴の場としてメッセージを国内外に発信する】

元の街路形態や震災遺構、震災後出現した湿地等を公園
デザインに取り入れることにより、津波の大きさと恐ろしさの
教訓を伝承する。

【復興の象徴の場】
植美しい杜への再生により、震災からよみがえる被災地の

姿と重ねあわせた復興の象徴空間を整備する。

【多様な主体の参画・協働の場を構築する】

郷土の樹木の苗の育成や植樹などを通じて、市民、NPO、企
業など多様な主体が公園づくりに関わりながら、時間をかけて
命のいとなみにより育まれる美しい杜づくりを行う。

【多様な主体の参画・協働の場】【多様な主体の参画 協働の場を構築する】

人と人とのつながりの再生が、真の復興につながるため、
多様な主体が参画・協働できる場を構築する。

【来訪者の安全を確保する】

適切な避難が円滑にできるよう 避難場所となる丘や周

【多様な主体の参画 協働の場】
多様な主体が円滑に当公園の整備や管理運営に参画・協働

できる場づくりを行う。

【来園者の安全を確保する場】
来園者が適切かつ円滑に避難できるよう 「追悼と鎮魂の丘」適切な避難が円滑にできるよう、避難場所となる丘や周

辺の高台への避難経路などを整備する。

来園者が適切かつ円滑に避難できるよう、「追悼と鎮魂の丘」
のほか、避難場所となる丘や周辺の避難経路を整備する。



２．基本計画に向けた申し送り事項

基本計画検討に向けた申し送り事項

P 02

検討の前提 ○地域の自然環境及び歴史・風土の更なる把握と計画への反映

基本構想における空間の骨格基本構想における空間の骨格

追悼と鎮魂の場

教訓の伝承の場

○慰霊碑や祈りの場のあり方

○教訓の伝承の場のあり方（津波の高さの表現方法 等）

復興の象徴の場 ○杜づくりを前提とした全体の植栽計画

多様な主体の
参加・協働の場

○公園の維持管理、利活用の具体的なあり方

○多様な主体の参画・協働のあり方

来園者の安全を
確保する場

○来園者の安全確保のあり方

○日和山からの景観
○公園全体の具体的な空間構成
○公園周辺の市街地との連携

公園全体の
検討事項

○公園周辺の市街地との連携
○県内他市町の祈念公園や他県との連携、国外への発信
○以上をふまえた国・県・市の役割分担



３．追悼・鎮魂空間（１）

基本構想における位置づけ

P 03

■空間構成の考え方

• 当公園は、東日本大震災の犠牲者に対する追悼と鎮魂の場であるが、雲雀野海岸では高さ7.2mの海岸堤防の整備が予定され

ており、現地盤から海を見ることができないことも考慮し、祈りの空間として海や周辺の景観を一望できる「追悼と鎮魂の丘」を適
切な位置 高さで整備する

基本構想 おける位置 け

切な位置、高さで整備する。

• また、丘の麓に相当規模の式典広場を設ける。

■空間の骨格

• 空間配置方針に従い、追悼と鎮魂のための祈りの場として、多様な想いでさまざまな方向を望むことのできる「追悼と鎮魂の丘」
を設ける また 丘 隣接 相当規模 「式典広場 を設けるを設ける。また、丘に隣接して、相当規模の「式典広場」を設ける。

• 具体の空間配置の検討にあたっては、海及び日和山との位置関係のみならず、太陽の位置等の自然条件や、地域の歴史性や
地理的条件等について、合わせて考慮する。

■追悼 鎮魂のあり方

基本計画での検討方針

■追悼・鎮魂のあり方

 追悼と鎮魂の丘及び式典広場は、犠牲者の追悼と鎮魂の中心的な場となるため、次のような検討を行う。

• 追悼と鎮魂のあり方について、文献調査や類似事例調査に加え、民俗学等の学識者の意見を伺い、これまでの津波被害や
海難事故による犠牲に対する地域の規範を把握する。

比較的規模の大きな仮設住宅の集会所等において元住民やご遺族の話を伺い 意向や想いに寄り添いながら検討を行う• 比較的規模の大きな仮設住宅の集会所等において元住民やご遺族の話を伺い、意向や想いに寄り添いながら検討を行う。

• 祈念公園完成までの時間軸を考慮し、建設期間中の追悼と鎮魂のあり方についても検討する。

■追悼・鎮魂空間

 追悼・鎮魂空間としてふさわしい空間を形成するため、有識者委員会の下に検討部会を組織し、次のような詳細な検討を行う。

• 空間配置の具体的な検討を行うため、地域の自然環境や歴史・風土等の詳細に調査する。

• 追悼・鎮魂空間としてふさわしい空間軸、海及び日和山との位置関係等について、具体的に検討する。

• 追悼と鎮魂の丘及び式典広場の位置、規模、利活用イメージ等について、具体的に検討する。



００３．追悼・鎮魂空間（２） 【追悼と鎮魂の丘の配置と空間の方針】 P 04

鹿島御 神社

日和山

鹿島御児神社

北向地蔵

善海田稲荷

日和山を背景日和山を背景
とする空間とする空間

被災市街地

北向地蔵

聖人堀

防災マリーナ

追悼・鎮魂の空間

濡 仏

松 原

河口沖（鹿島御児
神社の軸方向）

濡 仏 堤防越しの堤防越しの
海への眺望海への眺望



３．追悼・鎮魂空間（３） 【追悼と鎮魂の丘の空間と眺めの検討例】

○海
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○海
・天端高さTP+10.0ｍの祈念の丘を設けることで、海への眺望の確保が可能

○川
・天端高さTP+10.0ｍの祈念の丘を設け、河川堤防の位置を西に移動する

ことで川（旧北上川）への眺望の確保が可能

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

本公園区域

祈念の丘
河川堤防
（提案）

河川堤防
（現計画）

河川堤防
（現計画）旧北上川

Ａ

日本製紙 避難の丘避難の丘

TP+10.0ｍ 川への眺望TP+10.0ｍTP+10.0ｍ 被災市街地跡地を望む

※河川堤防の高さはTP+7.2ｍ

本公園区域

海岸堤防高盛土道路

Ｂ－Ｂ断面図
約320ｍ（視点の高さ1.5ｍ）

祈念の丘
海岸堤防
TP+7.2ｍ日和山

高盛土道路
TP+3.5ｍ

TP+10.0ｍ
海への眺望

Ａ－Ａ断面図
約760ｍ（視点の高さ1.5ｍ）

※Ａ－Ａ断面図、Ｂ－Ｂ断面図ともに模式図であり縦横比１：３として表現



４．教訓伝承の場（１）

基本構想における位置づけ
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■空間構成の考え方

• 南浜地区の住民は旧門脇小学校が避難所であったことから、震災時には旧門脇小学校に避難したが、さらにそこから日和山への避
難を余儀なくされた。

• 今回の津波の実情と教訓を後世に伝えるためには、これまでの市街地の歴史、震災後の環境変化や、残された遺構、また追悼と鎮
魂の丘 東日本大震災とその被害を実感するとともに 旧門脇小学校から避難した日和山 の距離と高さを歩 体感する と魂の丘で東日本大震災とその被害を実感するとともに、旧門脇小学校から避難した日和山への距離と高さを歩いて体感することで、
津波の脅威と避難に要する時間やその避難の効果を認識できる。

• この公園では、南浜地区の歴史を踏まえつつ、震災後出現した湿地、また残された遺構等によりこの地における震災の実情を伝える
とともに、追悼と鎮魂の丘から日和山を眺め、かつ歩いて体感できる動線を設定し、土地区画整理事業と連携して教訓を伝承する。

■空間の骨格■空間の骨格

• 当公園となる敷地が、かつての市街地の跡地であり、この地が大津波によって瞬時に失われたという記憶を未来に留めるため、元の
街路形態や震災遺構を公園デザインに取り入れることにより、津波の大きさと恐ろしさの教訓を伝承する。

• 追悼と鎮魂の丘では、実際に津波の高さに立ち、あるいは麓から見上げるという体感によって、その脅威を実感できるものとする。

基本計画での検討方針

■教訓伝承のあり方

 石巻市の「震災伝承検討委員会」の議論や地域の取り組みを整理し、当公園における津波の教訓伝承のあり方を検討する。

■教訓伝承空間

 教訓伝承のための空間を形成するため 有識者委員会の下に検討部会を組織し 次のような詳細な検討を行う 教訓伝承のための空間を形成するため、有識者委員会の下に検討部会を組織し、次のような詳細な検討を行う。

• 南浜地区の市街地跡には、遺構が一部撤去されずに残っているほか、津波と地盤沈下により昔の地形と湿地が出現している場所
もあることから、教訓の伝承に寄与する一部の遺構について、空間への取り込み方を検討する。

• 善海田稲荷、濡仏などの歴史的遺構については、かつての街並みを回想する際の目印になることも考慮し、ともに残る街路パター
ンも含め、空間への取り込み方を検討する。ンも含め、空間への取り込み方を検討する。

• 発災当時、旧門脇小学校を経て日和山へ避難した経緯を踏まえ、公園から日和山への動線計画を検討する。

• 津波の高さや威力の体感、実感について、追悼と鎮魂の丘の位置、規模、高さ及びデザインと一体的に検討する。



４．教訓伝承の場（２） 【教訓の伝承のための要素（１）】 P 07

旧門脇小学校

聖人堀

北向地蔵
震災前の市街地

のまち割り

聖人堀

西光寺と海とを
南北に結ぶ古い道

市街化前の
湿地 南北に結ぶ古い道

市街化前の
松原 善海田稲荷

濡 仏

松原 善海田稲荷



４．教訓伝承の場（３） 【教訓の伝承のための要素（２）】 P 08

▲津波後に火災が発生した旧門脇小 ▲津波で仏像が流失した濡仏 ▲聖人堀のほとりに残る北向地蔵
※出典：石巻市震災伝承検討委員会資料

▲微高地に残る善海田稲荷 ▲旧北上川の放流口が破壊された聖人堀 ▲敷地内に残るかつての街路

▲津波の破壊力を物語る建物の基礎 ▲原風景を彷彿させる津波後の湿地 ▲古くから利用された西光寺と海を結ぶ道



００４．教訓伝承の場（４） 【教訓の伝承のための要素（３）】 P 09

▲浜堤の模式図
（独立行政法人 産業技術総合研究所

現在も存在する大街道と
浜堤と考えられる微高地

（独 行政法人 産業技術総合研究所
活断層・地震研究センターHPより）

日和山

聖人堀

日和山

浜堤の間の湿地

流れの向き

流れの向き

現在の南浜地区周辺

当時の道と浜堤と考えられる微高地

日本地図センター作成「大正2年頃（1913年）の石巻市主要部」を一部転載・加工・加筆

当時の道と浜堤と考えられる微高地



４．教訓伝承の場（５） 【遺構保存の事例】 P 10

施 設 名 称 災 害 名 称 概 要

神戸港震災メモリアル
パーク（兵庫県神戸市）

阪神淡路大震災
（1995年（平成7年）1
月17日）

被災したメリケン波止場をそのまま
保存している。また、写真やジオラ
マ等を屋外に展示し、いつでも誰も
が訪れる とが きるが訪れることができる。

洞爺湖有珠山ジオパー
ク 西山火口散策路 （ 北
海道虻田郡洞爺湖町）

有珠山噴火災害
（ 2000 年 （ 平 成 12
年））

『西山山麓火口散策路』と『金比羅
火口災害遺構散策路』が一般開放
されている。両散策路には、2000
年（H12）の有珠山噴火で開いた火
口や隆起した旧国道などの被災状
況が当時のまま保存されており、住
民生活の間近で起こった自然災害
の脅威を直に感じることができる。の脅威を直に感じることができる。

土石流被災家屋保存公
園（長崎県南島原市）

雲仙普賢岳噴火災
害 （ 1990 年 （ 平 成 2
年）11月平成噴火・

普賢岳の噴火によって被害を受け
た家屋を保存展示している。

年） 月平成噴火
1996年（平成8年）噴
火終息宣言）



５．杜づくりを主体とした植栽計画（１） P 11

基本構想における位置づけ

■基本方針
• かつての砂浜や松林、湿地が住宅地となり、東日本大震災により多くの命が失われ、住民が集団移転するという南浜地区の歴史を

踏まえ、がれきに覆われた地に国内外の人々が、自然への敬意や、犠牲者の追悼の思いとともに、人々の絆をつむぐために樹木を
植え、美しい杜へと時間をかけて再生することにより、震災から蘇る被災地の姿と重ねあわせ、復興への強い意志を国内外に発信
する復興の象徴としての空間を整備するする復興の象徴としての空間を整備する。

■空間の骨格
• 郷土の樹木の苗の育成や植樹などを通じて、市民、NPO、企業など多様な主体が公園づくりに関わりながら、時間をかけて生命の

いとなみにより育まれる美しい杜づくりを行う。
• この取り組みを、震災からよみがえる被災地の姿と重ねあわせ、復興への強い意志と決意を国内外に発信する「復興の象徴」とする。

基本計画での検討方針

■杜づくりを主体とした植栽計画

 現地の厳しい環境に適する地域固有の植生をふまえた植栽計画とするため、有識者委員会の下に検討部会を組織し、次のような
詳細な検討を行う。

①厳しい環境条件をふまえた杜づくり

• 計画地は旧北上川河口付近の海岸部にあり、年間を通して潮風などの風が強く、また震災による地盤沈下により住宅地開発がなされる以前
のように地下水位や土壌塩分濃度が高く 植物の生育にと て非常に厳しい条件とな ていることが想定されるのように地下水位や土壌塩分濃度が高く、植物の生育にとって非常に厳しい条件となっていることが想定される。

• このため、海岸の砂浜や塩湿地、河畔林や湿地、内陸の自然林や雑木林など、想定される多様な環境条件に応じて成立可能な植生を想定
し、目標とする植生や植栽のタイプと構成を検討する。

• また、杜づくりの可能性を大きく左右する植栽基盤について現地土壌の評価を行い、盛土造成計画と整合を図りながら、排水性の良い植栽
基盤の形成方法や枯れやすい幼木植栽に対する初期の潅水手法、潮風害を緩和する防潮風施設や植栽の形態・密度など、厳しい環境条
件に対する適正な植栽技術の適用を検討する件に対する適正な植栽技術の適用を検討する。

②植栽配置と空間デザインの一体化

• 復興の象徴空間に見合う植栽配置を実現するため、造成と植栽タイプとの整合を図りながら空間デザインとの一体化を図る。

③杜づくりのプロセス・多様な主体の参画と協働

杜づくりを行う上で 膨大な数の植栽材料が必要となることが想定されるため 安定的でかつ復興を象徴する本公園の趣旨に沿 た方式で• 杜づくりを行う上で、膨大な数の植栽材料が必要となることが想定されるため、安定的でかつ復興を象徴する本公園の趣旨に沿った方式で
の植栽材料の調達を考慮し、地域内での苗木の生産・調達システムや献木、市民参加型苗木づくり等を検討する。

• 植栽後の管理・育成や体制等について、段階ごとの目標を設定した杜づくりのプロセスを整理し、継続性のある杜づくりとしていく。

• 地元市民団体の活動状況の把握や整備・運営・管理段階での参画・協働について検討し、復興への意志を共有するための多様な主体の参
画・協働の手法を検討する。



５．杜づくりを主体とした植栽計画（２） 【植栽基盤と植栽タイプの対応イメージ】

造成により創出される植栽基盤の条件によって、
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潮風・強風 日和山

造成により創出される植栽基盤の条件によって、
植栽タイプの構成と配置は大きく左右される

現況地盤

塩水飛沫
含気塩分 鎮魂の丘

必要盛土

地下水位の高さ
現況地盤

潮風や強風の影響が

海に近く潮風や強風の
影響を受ける微高地

湿地や池沼、または
地下水が高い立地

潮風や強風の影響が弱まるやや内陸側
の土壌塩分濃度の低い適潤な立地

潮風や強風の影響が
弱まる、やや内陸側
の河川や水路際の地
下水位の高い立地

クロマツ植林（海岸林） 湿生草地 落葉広葉樹林 常緑樹混交林 河辺林

海岸の第一線の砂丘や微 ヨシやスゲ類、ヤナギ類 海から影響がやや弱ま 落葉広葉樹と混生する 河川や水路の自然護岸
高地に成立する耐潮性、
耐寒性の高い針葉樹林

など水深に応じて成立す
る様々な湿生植物群落

る内陸側で成立するコナ
ラなどの落葉広葉樹林

ことで耐寒性の低い常
緑樹も生育が可能とな
る常緑樹林や混交林

に成立するヤナギ類など
が優占する河辺林



５．杜づくりを主体とした植栽計画（３） 【杜づくりにおける多様な主体の参画の事例】

＜帯広の森プロジェクト＞＜海の森プロジェクト＞
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■プロジェクト概要
約400haの面積を有する「帯広

の森」は、まちづくりの主要な施
策の一つとして1974年に都市計

■プロジェクト概要
東京湾中央防波堤内側のゴミ埋め立て地盤上に計画された
「海の森」は、未来の都民や子どもたちの財産とするために、
概ね30年をかけて森を中心とした自然再生を目指している。
森づくりには都民 企業 NPOなどの協力による参加型の手 策の つとして1974年に都市計

画決定がなされ、事業がスタート
した。一方で、その莫大な事業
費への懸念から、市民有志が組
織を結成し、市との共催での「帯
広の森市民植樹祭 を通じた森

森づくりには都民、企業、NPOなどの協力による参加型の手
法を取り入れている。

■森づくりの特徴
「海の森」では、苗木づくりから植樹、森の育成までを都民や

進 広の森市民植樹祭」を通じた森
づくりを行ってきた。

■森づくりの特徴
「市民植樹祭」は、1975年から2004年の約30年に渡って継続

帯広市HPよ
り

企業などと協働で進めている。

このうち、苗木づくりは、「海の森」に植樹する苗木の一部を、
小学校や公募した苗木づくりボランティアで行った。

現在、苗木づくりは終了し、植栽した樹木の育成管理や苗木
づくり以外の活動から発展した森を生かしたプログラム（木の 市民植樹祭」は、1975年から2004年の約30年に渡って継続

され、植樹面積132.9ha、参加者はのべ148,500人（毎年
4,000～6,000人）、植樹は55種、約230,000本という、長期的
かつ大規模な植樹活動へと展開した。

また 1991年からは15年を経過して間伐や下枝払い等が必要

づくり以外の活動から発展した森を生かしたプ グラム（木の
実のジャム作り、ネイチャークラフトなど）を実施、開園後の
利用者サービスにつながるプログラムとして取り組んでいる。

また、1991年からは15年を経過して間伐や下枝払い等が必要

になったことから、育樹作業を「市民育樹祭」として開催し、
2005年までの約15年に渡って活動が継続された。

平成21年度植樹イベント

帯広の森パンフレット「帯広の森のいま」より

苗床から掘り上げた苗木の取り扱い指導の様子



６．多様な主体の参加・協働（１）

基本構想における位置づけ
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■基本方針

• 当公園では、市民、NPO、企業など多様な主体が、公園の計画段階から管理運営段階を通して、計画検討、植樹活動、伝承活
動、防災学習、施設維持管理など、様々な形で参画・協働できる場を構築する。

• 合わせて 将来にわたって当公園の管理運営を多様な主体により安定的に行う体制を構築する• 合わせて、将来にわたって当公園の管理運営を多様な主体により安定的に行う体制を構築する。

■空間の骨格

• 東日本大震災の復旧では、全国から集まったボランティアが携わるなど、個人や組織による「絆」により活動が展開され、南浜地
区周辺でも、市民をはじめ多様な主体による活動が継続的に行われている。

• 当公園では 市民 NPO 学校 企業等の多様な主体により 樹木や花木の植栽による杜づくりのほか 伝承活動 防災学習や• 当公園では、市民、NPO、学校、企業等の多様な主体により、樹木や花木の植栽による杜づくりのほか、伝承活動、防災学習や

イベントの実施、施設の維持管理など、さまざまな参加の形態が見込まれるため、多様な主体が円滑に当公園の整備や管理運
営に参画・協働できる場づくりを行う。

基本計画での検討方針

■多様な主体の参画・協働のあり方・仕組みづくり多様 体 参画 協働 あり方 仕組 り

 計画段階から参加・協働できる仕組みづくりに留意しながら、短期的、中期的、長期的ビジョンを検討する。

 多様な主体が参画・協働し、市民活動が公園の整備、管理運営にそのままつながるような仕組みを検討する。

 特に、杜づくり活動の準備を進める「いのちの森をつくる会」、震災後の石巻を新しいまちへバージョンアップさせるため多種多様
なプロジェクトを実現している「ISHINOMAKI 2.0」、教訓の伝承活動を行っている「石巻観光協会 石巻・大震災まなびの案内」や「震
がんばろう石巻の会」、地域で次世代を担う子ども達に環境学習を行う「NPO法人いしのまき環境ネット」など、既に組織を立ち上
げ、震災直後から活動を行っている団体と計画策定段階から意見交換を行い、参加・協働のあり方を検討する。

■基本計画の検討における市民参加

 検討内容について広く市民と対話し、多様な主体の参画・協働について具体的に検討する。

 市民との対話の場は、大人数を対象としたものから少人数によるものまで多様な形式で開催し、幅広い意見を計画に反映する。



６．多様な主体の参加・協働（２） 【昨年度の市民参加の取り組み】 P 15

市民主体のイベント整備局主催の市民フォーラム



６．多様な主体の参加・協働（３） 【南浜地区周辺で活動する主な団体の例】 P 16

いのちの森をつくる会いのちの森をつくる会

森をテーマにした公園づくりを推進する活動（事業）を行うことにより、石巻
市が震災復興基本計画に掲げる、「震災復興のシンボルとなる鎮魂の森
公園や多目的広場を備えた公園を整備」に寄与することを目的として活動
している。

ISHINOMAKI 2.0
東日本大震災を経験した石巻というまちを、震災前の状況に戻すのではな
く、新しいまちへとバージョンアップさせるために2011年6月に設立され、震
災後、ジャンルに縛られない多種多様なプロジェクトを実現している。
石巻に元からあるリソースを丁寧に拾い上げ、全国のありとあらゆる才能
と結びつけて今までになかった新しいコミュニケーションを生み出している。

石巻観光協会
石巻・大震災まなびの案内

石巻駅前にあるロマン海遊２１を拠点に、市内中心部を案内している。
東 本大震災 降は 「生き さえ れば家族に会える ん んに命

石巻 大震災まなびの案内
東日本大震災以降は、「生きてさえいれば家族に会える。てんでんに命の
避難を…」という教訓や、被災から復興へ向かう石巻の「今」を伝えるため、
ガイドがお客様のバスに同乗し、１時間～１時間半かけて被災がひどかっ
た沿岸部を回っている。

がんばろう石巻の会
東日本大震災で、メンバーの住居兼店舗が流失・全壊し、その跡地に「津
波には負けたくない、元気を出せないでいる地域の皆さんを励ましたい」と
の想いから、「がんばろう！石巻」の看板を設置。
それを機に、被災した自分達が出来ることを少しずつでもやっていこうと、
献花台 設置 会報 発行など 活動を行 る献花台の設置や会報の発行などの活動を行っている。

NPO法人
いしのまき環境ネット 「石巻から元気な地球を次世代の子どもたちへ」をテーマに、植林や炭作

りなどの森林保護活動、市民農園・味噌作り・漁業体験などを通した地域
文化と繋がりの再発見、微生物資材を利用した衛生向上、教育機関での
環境教育等を行っている。



７．利用者の安全確保（１）

基本構想における位置づけ
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■空間の骨格

• 追悼と鎮魂の丘は、避難も考慮して南浜地区を襲った津波の高さ以上とすることで、今後起こりうる津波・高潮・洪水などの災害
時に来訪者の安全を確保することにも寄与する。

• 当公園が災害危険区域に位置し、津波、高潮、洪水災害が懸念されることから、来園者が適切かつ円滑に避難できるよう、「追当公園が災害危険区域に位置し、津波、高潮、洪水災害が懸念されることから、来園者が適切かつ円滑に避難できるよう、 追
悼と鎮魂の丘」のほか、避難場所となる丘や周辺の避難経路を整備する。

基本計画での検討方針

■防災公園としての避難の丘【周辺から当公園への避難】

 当公園の利用計画の検討に合わせ、式典時も含めた公園利用者の安全確保のための避難計画を検討し、国が検討を進める「
追悼と鎮魂 丘 と宮城県が検討を進める避難築山 機能連携 あり方を検討する追悼と鎮魂の丘」と宮城県が検討を進める避難築山の機能連携のあり方を検討する。

 発災時に、周辺から当公園を一時避難地として利用するケースも考えられることから、避難築山のあり方を検討する。

 避難築山は、周辺に整備される道路等を踏まえ、徒歩で避難しやすい配置や動線を検討する。

 避難経路や施設の検討にあたっては、「津波避難のための施設整備指針（宮城県）」に準拠する。

■避難経路【当公園から日和山への避難経路】

 当公園に隣接する門脇地区土地区画整理事業において日和山への避難路が設定されていることから、公園内の動線は、当該
避難路への明確な誘導も考慮して検討する。



００７．利用者の安全確保（２） 【南浜地区周辺からの避難路と避難築山計画のイメージ】 P 18

 
高盛土道路からの距離

避難築山① 

避難築山② 

祈念の丘 

高盛 道路 ら 距離

333m 

追悼と鎮魂の丘避難築山

避難築山

日和山への避難路（徒歩）日和山への避難路（徒歩）

工業用地 A 

網地島ライン発着所 
マリーナ 

渋滞発生点 

雲雀野海岸 

築山から半径 

333m 

避難路（車両）

築山への避難路（徒歩） 

▲周辺からの徒歩避難に対応した避難築山配置方針イメージ図



８．公園全体の検討事項

基本計画での検討事項
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■公園全体の具体的な空間構成

 追悼・鎮魂、教訓伝承の場として、また美しい杜の公園としてデ
ザインしていくために、公園及び周辺地域の津波の履歴を含め
た地質や水系、植生、動物、気候や地質、海や川と生活の関わ

びりの歴史など、地域の自然環境及び歴史・風土の更なる調査を
行い、計画に反映する。

 特に、聖人堀については、計画上重要な要素となることから、機
能や利活用について丹念に検討する。

 これらを踏まえ 追悼 鎮魂の丘 園路 広場 駐車場 植栽地な これらを踏まえ、追悼・鎮魂の丘、園路・広場、駐車場、植栽地な
どの空間デザインについて、総合的に検討する。

■日和山からの景観

 石巻市のシンボルでもある日和山から当公園が一望できること
から CGや模型による日和山を視点場とした景観検討を行うから、CGや模型による日和山を視点場とした景観検討を行う。

■公園周辺の市街地との連携

 当公園の石巻市震災復興基本計画での位置づけ、「いしのまき
水辺の緑のプロムナード計画」との整合、新門脇地区土地区画
整理事業をはじめ 防災マリーナ計画 河川堤防 中央地区の整理事業をはじめ、防災マリ ナ計画、河川堤防、中央地区の
市街地等との連携を考慮し、これらと調和した空間となるように
検討する。

 主要動線や駐車場は、利用が集中する式典開催時も考慮する
とともに、アクセスルートやエントランスの位置づけなど、交通計
画もあわせて検討する。

■県内他市町の祈念公園との連携、国外への発信

 当公園は、宮城県さらには被災地全体の追悼と鎮魂及び災害
の記録と教訓の伝承の中核的な場所となるものであり、宮城県
内 他市町 祈念公園と 連携に 検討する内の他市町の祈念公園との連携について検討する。

▲周辺市街地との連携イメージ図


