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平成２５年１０月９日

東 北 地 方 整 備 局

宮 城 県

石 巻 市

石巻市南浜地区における復興祈念公園を考える

市民フォーラムを開催します

東北地方整備局では、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県石巻

市南浜地区を対象に、宮城県及び石巻市と連携して復興祈念公園の基本

構想等を検討しておりますが、その一環として「石巻市南浜地区におけ

る復興祈念公園を考える」と題した一般市民対象のフォーラムを１０月

２０日（日）１５時から石巻市内で開催します。

【開催概要】

１．日 時 平成２５年１０月２０日（日）１５：００～１７：００(開場１４：３０)

２．会 場 石巻グランドホテル 鳳凰の間（２階）（石巻市千石町２－１０）

３．内 容 ・東京都市大学環境学部教授 涌井史郎先生による基調講演

・「みらいの公園づくりワークショップ」（平成２４年度石巻市実施）報告

・パネルディスカッション

４．その他 ・会場の都合上、定員を２００名とさせて頂きますので、参加希望の方は

事前申込をお願いいたします。チラシの裏面にある申込用紙に必要事項

を記入の上、１０月１７日（木）までに事務局までお申し込みください。

・報道関係者用の席は別途用意いたします。取材を希望される方は、当日

直接会場にお越しください。

（発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会、石巻記者クラブ）

< 問い合わせ先 >

国土交通省 東北地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 電話：022-225-2171（代表）

課長 宮﨑 貴雄（内線6161）、建設専門官 澤田 大介（内線6164）

宮城県 土木部 都市計画課 技術補佐 本郷 雅俊 電話：022-211-3138（直通）

石巻市 復興事業部 基盤整備課 技術主幹 今野 正太郎 電話：0225-93-1111（代表）



   現在、国・宮城県・石巻市が連携し、石巻市南浜地区において東日本大震災の犠牲者への追悼と鎮魂や、
日本の再生に向けた復興への強い意志を国内外に向けて明確に示すこと等を目的とした、復興の象徴となる
復興祈念公園の構想づくりを進めています。その一環として、市民・県民の皆様と公園づくりのあり方をと
もに考えるために市民フォーラムを開催します。
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「みらいの公園づくりワークショップ」：（石巻市にて平成 24 年 12 月から 25 年 2月にかけて 5回開催）
　参加者の古藤野靖氏、松村豪太氏より報告
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日時 :10 月 20 日 ( 日 )
　　  15:00 ～ 17:00
           ( 開場 14:30)
会場：石巻グランドホテル
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○基調講演

　「宮城県における復興祈念公園について」
　　 涌井　史郎（Shiro Wakui）
　　    　造園家・ランドスケープアーキテクト
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E-mail　info_ishinomaki@k-ohba.co.jp

事務局　ドーコン・オオバ設計共同体　オオバ石巻事務所内

電話  0225-98-7447　FAX　0225-93-1961 
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定員　200 名

　　　1945 年神奈川県鎌倉市生まれ　東京都市大学環境情報学部教授
　　　多摩田園都市などのまちづくり、ハウステンボスなどの計画、農村・水源
　　　地域の活性化などを手がける。
　　　「愛・地球博」（2005 年）会場演出総合プロデューサー、国連生物多様性の
　　　10 年委員会委員長代理、首都高大規模改修検討委員長などを歴任。
　　　著書は、NHK「景観からみた日本の心」、三省堂「奇跡の一本松」等多数
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〇ワークショップ報告〇ワークショップ報告

〇みらいの公園づくりワークショップの様子（平成 25 年 2月）〇みらいの公園づくりワークショップの様子（平成 25 年 2月）

○パネルディスカッション

　涌井　史郎（東京都市大学環境学部　教授）
　森山　雅幸（宮城大学　副学長）
　古藤野　靖（いのちの森をつくる会　会長）
　松村　豪太（一般財団法人 ISHINOMAKI2.0　代表理事）
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　松村　豪太（一般財団法人 ISHINOMAKI2.0　代表理事）

国土交通省・宮城県・石巻市国土交通省・宮城県・石巻市

後援後援 公益社団法人日本造園学会東北支部公益社団法人日本造園学会東北支部
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　石巻市は、石巻市震災復興基本計画で、東日本大震災により壊滅的な被害を受けた南浜町地区を、
鎮魂の杜公園として整備を推進していくことを掲げ、平成 24 年 12 月から 25 年 2月にかけて、市民を
対象に「みらいの公園づくりワークショップ」を 5回開催し、復興祈念公園への想いを議論しました。
　
　詳しくは以下のホームページをご覧ください。
　　http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10184000/0307/20130418141051.html

　これを受け、現在、国・県・市が連携して、南浜地区における復興祈念公園基本構想の検討が進め
られています。
　このフォーラムでは、基本構想検討調査有識者委員会の委員でもある 4人のパネリストにより、昨
年のワークショップの成果もふまえ、これからの復興祈念公園づくりのあり方について会場の皆様方
と議論いたします。多くの皆様の参加をお待ちいたしています。
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年のワークショップの成果もふまえ、これからの復興祈念公園づくりのあり方について会場の皆様方
と議論いたします。多くの皆様の参加をお待ちいたしています。

以下の宛先までＦＡＸまたはＥmail にてお申し込みください。以下の宛先までＦＡＸまたはＥmail にてお申し込みください。

【会場】
　石巻グランドホテル
【会場】
　石巻グランドホテル

アクセスマップアクセスマップ

【アクセス】
　JR 石巻駅から徒歩 5分
【アクセス】
　JR 石巻駅から徒歩 5分
※ホテルには駐車場がございません。
　お車で来場される場合は付近の駐車場
　（有料）をご利用下さい。
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　お車で来場される場合は付近の駐車場
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宮城県石巻市千石町２－１０ 宮城県石巻市千石町２－１０ 

●代表者氏名（ふりがな）●代表者氏名（ふりがな）

代表者含め［　　］人参加

E-mail　info_ishinomaki@k-ohba.co.jp

事務局　ドーコン・オオバ設計共同体　オオバ石巻事務所内

電話  0225-98-7447　FAX　0225-93-1961 
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●「震災復興祈念公園」に期待することを
　ご自由にお書き下さい。
●「震災復興祈念公園」に期待することを
　ご自由にお書き下さい。

●所属●所属

●ご連絡先●ご連絡先

住所住所

電話番号電話番号

※個人情報は、個人情報保護関連法令に基づき、当市民フォーラムの開催に必要な範囲内で使用させて頂きます。※個人情報は、個人情報保護関連法令に基づき、当市民フォーラムの開催に必要な範囲内で使用させて頂きます。

○参加申し込み【10 月 17 日締切】○参加申し込み【10 月 17 日締切】

〇会場案内〇会場案内

○フォーラムの概要○フォーラムの概要
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