
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【復興祈念公園事業説明会概要】 

 

１ 日  時  平成３０年１１月３日（土） 午後１時～午後４時 

                      （受付開始：午後０時３０分） 

２ 場  所  市民福祉センター「やすらぎ」（気仙沼市錦町一丁目２番１号） 

３ 当日プログラム   

        12:30～13:00  受付 

        13:00～13:10  バス移動 

        13:10～14:00  現地見学（先着 50 名※） 

        14:00～14:15  バス移動 

        14:30～16:00  事業説明会 

※現地見学は事前申込が必要です。また，作業靴・長靴を持参のうえ， 

 歩きやすい服装で御参加ください。 

４ 申込方法  申込用紙（案内チラシ裏面）を下記申込先へ郵便・FAX・メールにて送付

ください。 

気仙沼市復興祈念公園施設検討委員会事務局（気仙沼市総務部総務課 小野寺，金） 

〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町 1-1-1 

 電話：0226-22-3401／ FAX：0226-24-3566／ メール：somu@kesennuma.miyagi.jp 

 

 

 
関連する市震災復興計画重点事業 

No.53 「鎮魂の森及び震災復興・防災祈念公園の整備」 

記者発表資料 

平成３０年１０月１８日（木） 

総務部総務課（行政係） 

担当：菅野，小野寺（内線２２１） 

■ 本市では，東日本大震災により犠牲となられた方に対する追悼と鎮魂の場，防災

への想いを新たにする場，地域の再興を実感しながら未来永劫の安寧を祈る場とし

て，復興祈念公園の整備を進めています。 
 

■ 園内の詳細については，有識者，地域代表者，行政により構成する「復興祈念公

園施設検討委員会（委員長：川島秀一氏（東北大学））」において，整備予定地「陣

山」が復興祈念に相応しい公園となるよう検討を重ねてきました。 
 

■ この度，当該委員会において，基本設計案をとりまとめたことから，その検討成

果を広く御紹介するとともに，より市民に親しまれる公園となるよう，御意見をい

ただく機会として，下記のとおり事業説明会を開催します。 

復興祈念公園事業説明会を開催します 



 
 

【経過概要】 

 

平成２７年 ９月  候補地選定に係る庁内検討会を設置 

平成２８年 ３月  候補地を「陣山」に選定 

平成２９年 ５月  復興祈念公園整備に係る基本計画策定 

      ９月  復興祈念公園整備に係る基本設計着手 

     １１月  復興祈念公園施設検討委員会設置 

（園内の詳細検討のため有識者，地域代表者，行政により構成） 

     １１月２４日  第１回委員会 

検討の手法として，アイデアコンペ実施を決定 

     １２月２６日  第２回委員会 

アイデアコンペの応募要項・審査方法を決定 

平成３０年 １月１５日～２月２３日 

復興祈念公園アイデアコンペ実施 

      ３月２０日  第３回委員会 

・コンペ作品を審査し，入賞１８作品を選定 

・「槻橋修」氏の作品を「基本設計の核となる作品」に決定 

      ５月２３日  第４回委員会 

「槻橋修」氏を基本設計の監修者に決定 

      ６月２７日  第５回委員会 

基本設計案を検討① 

      ８月 ６日  第６回委員会 

基本設計案を検討② 

     １０月１０日  第７回委員会 

基本設計案を検討③ →基本設計案まとまる 

     １１月 ３日  事業説明会開催予定 

 

 

※報道関係者各位 

 

 事業説明会の取材にあたりましては，申込用紙による申込をお願いいたします。 

 また，車でお越しになる場合は，必ずやすらぎの駐車場を御利用ください。 

 

 



復興祈念公園の基本設計案（園内頂上部）

銘板イメージ ※頂上部西側広場

②アングル（上空から）

【検討状況】
・公園整備のアイデアを広く市民や関係者から募
集（コンペ）
・優秀賞を受賞した神戸大学大学院准教授の「槻
橋修」氏に監修を依頼し，復興祈念公園施設検
討委員会にて基本設計案を検討

【概要】
・頂上部中央には，公園全体のシンボルとして，
コンペに寄せられた多くの作品の思いを包み込
んだゲート型のモニュメントを配置
・頂上部西側には，各地区の方向に向けた犠牲者
の銘板を配置するほか，市民参加の花壇を配置
・頂上部東側には，散歩やピクニックなど日常的
な利用ができる憩いの場（再生の広場）を整備
・公園内の数箇所に，彫刻と言葉で震災から復興
への歩みを語り伝える「伝承のオブジェ」を配
置
・モニュメントの製作費として，市民や関係者の
多くの思いを寄せていただけるよう寄附を募る。

【今後の進め方】
・11月3日(土)  市民説明会の開催
・H30年12月 基本設計の確定

→実施設計着手
・H31年度中 整備工事
・H32年度中 公園完成

基本設計として採用された案（平面図）

②アングル

①アングル

①アングル（上空から）

モニュメントイメージ ※頂上部中央広場

（人の目線から）



復興祈念公園の整備予定地を見学しながら
設計案を御紹介します

皆さんの御意見をお聞かせください
私たち気仙沼市復興祈念公園施設検討委員会は，これまで整備予定地が復興祈念に相応しい公園となるよう，監修

者である槻橋修氏（神戸大学大学院准教授）とともに園内に配置する施設等を検討してきました。
今回，これまでの成果を広く皆さんに御紹介するとともに，皆で整備予定地を見学し，より市民に親しまれる公園

となるよう，御意見を頂きたいと考えています。大勢の方の御参加を心よりお待ちしています。

（主催者）気仙沼市復興祈念公園施設検討委員会 委員長 川島秀一

復興祈念公園事業説明会

【プログラム】
12:30－13:00 受付（集合先：やすらぎ）
13:00－13:10 バス移動
13:10－14:00 現地（整備予定地）見学
14:00－14:15 バス移動
14:30－16:00 事業説明会

注）
1. 荒天により現地見学を中止することがあります。
2. 現地見学に参加する方は，作業靴・長靴を持参のうえ，歩きやす

い服装で御参加ください。
3. 周辺には崖や岩場等危険な箇所がありますので，中学生未満は，
保護者同伴で御参加ください。

4. 車でお越しになる方は，必ずやすらぎの駐車場を御利用ください。

【お申込み・問合せ先】気仙沼市復興祈念公園施設検討委員会事務局（気仙沼市総務部総務課 担当：小野寺，金）
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1-1-1
電話：0226-22-3401 ／ FAX：0226-24-3566 ／ メール：somu@kesennuma.miyagi.jp

【申込み方法・アクセス】
◎申込み方法
裏面の申込用紙を
下記申込み先へ
郵便・FAX・メール
にて送付ください。

◎会場
市民福祉センター
「やすらぎ」
・電話：23-2932
・駐車場：50台

◎会場までのアクセス

気 仙 沼 市
KESENNUMA CITY

整備予定地
「陣山」

会場「やすらぎ」

＜会場周辺地図＞

県道34号線沿いに
ある「セブンイレブ
ン」の交差点を鹿折
川側に，曲がってく
ださい。

【監修者紹介】槻橋 修（つきはし おさむ）

・神戸大学大学院工学研究科准教授
・復興祈念公園アイデアコンペにおいて
「基本設計の核となる作品」に選ばれ，
以来，復興祈念公園の監修者を務める。

・気仙沼市では「『失われた街』模型復
元プロジェクト」等実績多数

※現地見学に参加する方は事前申込が必要です。
事業説明会のみ参加する方は当日申込でも構いません。

場所：市民福祉センター「やすらぎ」（気仙沼市錦町1-2-1）

現地見学定員：先着50名

日時：H30年11月3日（土） 13:00~16:00 （受付 12:30～）



復興祈念公園事業説明会申込用紙 

申 込 日  受付No.  

申 込 者 

氏 名  

住 所  

連 絡 先 
電 話  

メ ー ル  

参加者１ 

（申込者） 

氏 名  

参加プログラム 現地見学 ・ 事業説明会 

参加者２ 
氏 名  

参加プログラム 現地見学 ・ 事業説明会 

参加者３ 
氏 名  

参加プログラム 現地見学 ・ 事業説明会 

参加者４ 
氏 名  

参加プログラム 現地見学 ・ 事業説明会 

 

＜記入の仕方＞ 

１ 太枠内を御記入ください。 

２ 申込者の連絡先は必ず記入してください。なお，電話欄は，緊急時の連絡が可能となるよう， 

可能な限り携帯電話を御記入ください。 

３ 参加プログラム欄は参加を希望するものに○を付けてください。 

  例１）現地見学，事業説明会のどちらも参加する。    現地見学 ・ 事業説明会 

  例２）現地見学には参加するが，事業説明会は参加しない。 現地見学 ・ 事業説明会 
 

＜参加上の御注意＞ 

１ 定員に達した場合は，参加できない可能性があります。予め御了承ください。 

２ 荒天により現地見学を中止することがあります。 

３ 現地見学に参加する方は，作業靴・長靴を持参のうえ，歩きやすい服装で御参加ください。 

４ 周辺には崖や岩場等危険な箇所がありますので，中学生未満は，保護者同伴で御参加ください。 

５ 車でお越しになる方は，必ずやすらぎの駐車場を御利用ください。 
 

【送付先】郵便，FAX，メールにて下記申込先へ送付ください。 

気仙沼市復興祈念公園施設検討委員会事務局（担当：小野寺，金） 

〒988-8501宮城県気仙沼市八日町１－１－１ 

 電話：0226-22-3401 FAX：0226-24-3566 メール：somu@kesennuma.miyagi.jp 
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