
復興祈念公園施設検討委員会　委員事前アンケート回答一覧

① 追悼・慰霊の場に必要な機能・施設 ② 公園として必要な機能・施設

1

東北大学災害科学国

際研究所　教授

川　島　秀　一

「追悼と鎮魂の場」であることと同時に，それが

どのような災害であったかという歴史的事実とし

ても伝える機能もあると思われるので，ある程

度，その工夫が必要である。

左記（市例示）以外はありません。 復興祈念公園から見える風景の地名を付した

地図（亀山の展望台にあるような施設）

○復興祈念公園から見える風景に対して，「東日本大震災」だけで

なく，気仙沼の歴史全体を伝えるこことができるような気がする。

○散歩など，「公園」としての憩いの場所となることも必要。

復興祈念公園になる陣山と，そこから見える風景については，１人ひ

とりが思いを別にしていると考えられる。その共通性を見出すことは難し

いが，単に公園を造りっぱなしにするのではなく，その後の継続した利

活用をどうするかが，論点の中心にしなければならないものと思われる。

2

古谷館八幡神社　宮

司

熊　谷　正　之

３つのコンセプトが互いにリンクするものと考えた

い。死者に対する追悼，慰霊，鎮魂の思い

が，後ろ向きの思いに終わらず，将来の防災

意識の涵養に反転するように位置づける。地

域の再興は死者と生者，そして未来の生者と

の相互作用（対話）でなしとげられる。

犠牲者の死を震災経験の中心にすえ末永く語

り継ぐ。遺族が消え，隣人が消えても人々が

訪れる場所として。

3.11の被害の規模

地域の災害史

（意見なし） 気仙沼市の観光・経済活動の動線の中に位置づける。人々が集ま

り，立ち寄る場所であり続ける。

津波発生時の一時避難場所となり得るのか。

犠牲者の鎮魂のためにはふるさと復興が必要となる。→残された人々

の努力。復興祈念

将来の自然災害のリスクを軽減する人的要件←震災経験の伝承－

震災経験の核になるのは家族，隣人，同朋の死（個有名の死）の

体験であろう。

震災経験を「忘れる」，「忘れない」両義的な空間として祈念公園が

求められる。日常の生活では忘れても，そこに行けば思い出し，忘れ

てはいけない経験として追想する場所になる。

将来，長く祈念公園として人々が訪れ，親しむためには寺社がそうで

あるように，祈念公園が祈りと鎮魂の「聖なる空間」であるのに対し，

それに隣接（近接）して全く「俗なる場所」が観光地，商業地として

賑やかに展開して行って欲しい。

3

株式会社三陸新報社

専務取締役

渡　邉　眞　紀

決定した事項ですので，少しでも良い方向に

議論したいと思いますが，何十年，何百年も

経った時に陳腐なものではないように考えたいと

思います。質問ですが，名称は決定なのでしょ

うか。

祈りのモニュメントは必要だと思いますが，あま

りにも仰々しいものではないことを望みます。震

災の記憶を伝えるのは遺構として残されるもの

があります。全市の犠牲者の方々のお名前は

必要だと思います。

雨宿りができるあずまやは必要かと。柵や門扉

はどのようにつけているのでしょうか。公園として

考えるならベンチや木立があってもいいと思いま

す。360°眺められることにこだわり全ての木々

が伐採される必要はないかと思います。

震災遺構が将来できますので，防災教育の場としては活用しなくても

いいと思います。昔は5月5日あんばはんとして，市内の企業は早じま

いなどして陣山で楽しんだものです。地域の憩いの場所として復活はい

いことだと思います。

化石や岩場が頂上付近にあり，大昔は海だったことが想像できます。

それらを残しての公園であってほしいと思います。

同じような事の繰り返しになりますが，公園へたどりつくまでの道路は，

待避所を設けたとしても，なかなかスムーズではないと思われます。“観

光の町”を目指す気仙沼市ですが，その地に住む人達が足を運ぶ場

所でなければ意味がないと思います。

“祈りの場”が最大のコンセプトなのでしょうが，市民の“憩いの場”にも

重点を置いてほしいものです。

また，四方が急傾斜地になっています。今でも大雨の時には側溝はの

み切れない状態となります。土砂崩れなどが起きないように万全をし

て，取り組んでほしいものです。

4

リアス・アーク美術館

学芸係長

山　内　宏　泰

「減災」という考え方に意識が向くような場にし

てほしい。

津波災害を文化的に認識できる場にしてほし

い。

生き方を考えられる場にしてほしい。

1.に記入の内容を意識できるようなメッセージ

を文字化して提示するものが欲しい。

私たち被災者の願いとしてのメッセージ。

記念木のようなもの。木1本でもいいので，時

の経過が目に見えるもの。

定点観測的に写真撮影ができるポイント。撮

影台のような場所。毎年，同じ場所からの撮

影が可能なポイントを明確にしておきたい。

植物公園としての活用。 できることなら，植物公園のような，四季折々で植生に変化が出るよ

うな場にしてほしい。春には花々。夏には木々の青葉，秋には紅葉，

冬には雪遊び，星空観察など，自然に接することができるような場にし

てほしい。

植物の管理には手がかかるが，それをやり続けることが風化を食い止め

ることにつながればよいと感じる。また，四季による変化を楽しむために

人が集まるならば，それを機に減災学習の普及も継続できると考え

る。

津波との関係はすなわち自然との関係。自然と接する場にしてほしい。

5

株式会社アーバン　代

表取締役

谷　村　明　信

市民の皆さんが癒される場所でもあってほしい。

悲しむだけでは犠牲になった方々は決して喜ば

ないと思うので。

モニュメントは未だ海の中にいらっしゃると考えら

れる犠牲者の方へ気仙沼の方角と我々の気

持ちを通える意味合いを込めて夜間もよく見え

るように点灯又はライトアップをする設計にした

ほうがよい。

災害が発生した時に近隣の住民が避難場所と

して使用した時にあったら助かるもの

○屋外でのコンサート

○炊き出し訓練等

○星の観察会

○絵の写生会や，小さい子どもたちの遠足

せっかく作るのであれば，しっかりとデザインされたオンリーワンの公園にし

てほしい。一年に一回しか行く機会のない場所ではなく，散歩や様々

なイベントにも使用される場所。観光で内湾を訪れた方が「あそこ素敵

そうだから行ってみよう！」となる様に。

アンケート回答

２　復興祈念公園に必要な機能・施設
３　復興祈念公園の利活用 ４　その他自由意見

委員情報

NO. １　復興祈念公園のコンセプトとして重要と考えるもの氏名

資料８ 

1 / 4 ページ



復興祈念公園施設検討委員会　委員事前アンケート回答一覧

① 追悼・慰霊の場に必要な機能・施設 ② 公園として必要な機能・施設

アンケート回答

２　復興祈念公園に必要な機能・施設
３　復興祈念公園の利活用 ４　その他自由意見

委員情報

NO. １　復興祈念公園のコンセプトとして重要と考えるもの氏名

6

一般社団法人東北ツ

リーハウス観光協会

代表理事

斉　藤　道　有

復興祈念公園の整備は，気仙沼が過去から

現在，未来へどのような街を目指してゆくのか

に関わる最も重要な事業の一つです。そのため

重視するコンセプトを導きだすためには，都市

計画としてこの土地の歴史，資源，環境がど

のように構成され，ランドスケープ（景観）から

「陣山」を位置づける必要があります。そのうえ

でこの祈念公園整備に必要と考えられる要素

は，市が重視しているものに加え，

○「人と自然，環境，生物多様性の視点を

持った文化的な場」

○「多様な人々が憩い，公園環境整備などに

参加できる場」とします。

○モノとしてではなく，「陣山」全体が追悼や慰

霊の姿勢を精神的に高める工夫が必要です。

そのために，時間と空間を考えた形式を参照

し，導線と機能を置く必要があると考えられま

す。

例）

神社における鳥居，参道，手水舎のような機

能を，景観とともにデザインする等

繰り返しになりますが，復興祈念公園の整備

には，都市計画としてこの土地の歴史，資

源，環境がどのように構成され，ランドスケープ

（景観）から「陣山」を位置づける必要があり

ます。その上でどのような公園を考えるのかに

よって必要な機能を導き出す必要があります。

そのうえで考えられるものとして，

○門（施設管理のためのものではなく，空間

設備と

してのもの）

○トイレ，水場　○遊歩道　○ウッドデッキ

○ベンチ　○バードハウス　○サイン　○照明

など

○散歩・マラソンコース

○読書・ピクニック等の憩い

○地域・防災教育

○自然・環境学習

○研修視察

○公園整備参加

○祭り等のイベント

　復興祈念公園の整備は，気仙沼が過去から現在，また未来へどの

ような街と共同体を目指してゆくのかに関わる最も重要な事業の一つで

す。歴史的な視座では，追悼や鎮魂の場づくりは共同体の中の精神

性と深く関わりあっています。それは気仙沼のルーツや世界観とともに，

生活空間の中心的な役割としてデザインされ，祭事とともに形式や文

化を醸成してきました。精神性の高い空間を都市計画の中でしっかり

位置づけることによって，街全体のアイデンティテーが認知されます。こ

のことは気仙沼の漁労文化と祭事の歴史や，集落と鎮守の森や神社

の位置関係からも見てとれます。

　また，内湾エリアの景観は山が海へそのまま繋がり，入り組んだ海岸

線と静かな湾，船の行き交う景色は季節ごとにとても美しいものです。

この街の産業の集積地として，人々が交流する場所として，この公園

のランドスケープはとても重要です。今後このエリアには様々な目的で国

内だけでなく，海外からも人を誘客することになるでしょう。そのためには

多様な視点で公園を成立させるために専門的な知見の参加が非常に

重要になってくると考えます。

　私は震災後「３月１１日からのヒカリ」という光の慰霊碑をつくる仕事

を継続させてきました。このプロジェクトのために国内，国外からたいへん

多くの力添えがあったこと，そしてこのプロジェクトが広く受け入れられた

理由として，上記同様の考え方を持って行ってきたことが挙げられま

す。復興祈念公園検討委員として，この街に関わる人たちの想いに応

えられるよう，微力ながら協力させていただけることを感謝しています。

7

鹿折まちづくり協議会

副会長

熊　谷　英　明

今回の震災は千年に一度の津波と言われてい

ます。この記憶が薄れぬよう千年後（未来）

の人達への伝言場というコンセプトを入れてはど

うかと思います。

震災の記憶を伝えるものの中に，震災の様子

や震災前の町並みをＡＲ技術を用いてスマー

トホンやタブレットで視れるようにしてはと思いま

す。

新緑の時期でも360°眺望できるように展望台

があるといいと思います。そこに遠くを観るための

双眼鏡が付いているとなおいいと思います。

津波避難場所としての利用が考えられますので，かまどベンチや避難

用具（テント・毛布・食料・懐中電灯・ラジオ・発電機等）の備蓄倉

庫が必要と思います。

復興祈念公園は気仙沼市民をはじめ県内外の方々にも気軽に訪れ

て頂きたい場所にしなくてはならないと思います。高台で気仙沼湾が一

望出来素晴しい場所と思いますが，その場所を生かすも殺すもその場

所に行く為のアクセス道整備にあると思います。現在あるいくつかの経路

は狭くて大型バスの通行が大変困難となっています。アクセス道の拡幅

や待機場所の確保等の整備が必要不可欠と考えます。

それから高齢者や障害のある方でも歩きやすい歩道（ウッドチップ等の

優しい道）や車いすでも通れるような段差のない歩道が望ましいと思い

ます。

8

内湾地区復興まちづく

り協議会　運営会議

委員

菊　田　健　藏

市の原案で良い 市の原案で良い ・防災備蓄倉庫

・各施設に電源（コンセント）を確保

追悼と鎮魂の場で，楽しむ，騒ぐといったことは避けてほしいという考え

もあると思うが，パークゴルフ場を併設する。

理由

①今後，日常的に利用ができ，継続的，未来永劫公園を親しむこ

とができる。

②眺望を確保するため視界を遮る立木を伐採するが，地山を生かし

て，保水性と土砂流出を防ぐ目的で芝生にして，なだらかな斜面を

利用する。

③高齢化が進んで，この種のスポーツが盛んになり，場所も遠くにあっ

たりするようなので，近くで見晴らしの良い海の見える絶好の場所であ

る。

④施設を利用する人が増えれば，交流人口も増え，地域の活性化

になる。

問題点

①復興予算の枠内でこの種の施設の建設が認められるかわからない。

避難対策ワークショップで出された意見をとりまとめた提言書に基づい

て，徒歩による避難を主とする考え方から，栄町，旧ミヤカン，魚町

３区，旧ホテル望洋側からの徒歩による避難路（遊歩道）の整備を

することを求める。
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9

南気仙沼復興の会

副会長

橋　本　恒　宏

自然災害の脅威を，我々は身をもって知りま

した。しかし，自然のすべてが恐ろしいわけでは

なく，自然との共存・共生を育んでいくための

教えも必要です。該当地は，面前に海がそび

え，背後には山々が連なります。そのロケーショ

ンを十分に生かせる工夫が望むところでありま

す。

気仙沼は，水産業を基幹産業とした街です。

その中には，造船事業もあります。また，震災

当時，共徳丸や他の船舶が津波により船の

残骸として打ち上げられました。その上では，こ

れから先も海を大切にしていくことを願うため，

船の造形のモニュメントであるべきと考えます。ま

た，深夜でも，非常時の避難先の一部として

考えられるよう太陽光発電設備を使った外灯

や電力利用設備があってほしいと考えます。

普段から自由に出入りでき，多くの方々に

様々な思いを巡らせていただくことを目的とする

ならば，門扉は必要ないと考えます。

だた，不用意に落書きをしたり，たばこやゴミの

投げ捨ての行為がなされないようにしなければ

なりません。場合によってはサイレン・非常灯・

監視カメラの設置も考える必要もありなのかと

思います。あとは，地元自治会にも協力をいた

だいての保安活動やそのための掲示物等が必

要と考えます。

自然との共存・共生を進めていくための視野を広めることを目的とした教

育の場。

追悼コンサート・舞台演劇が開催でき，様々な視点から自然との共生

を創り出せる場。

普段でも，キャンドルを灯したり，線香を焚いたりしつつ，故人を偲び

ながら東日本大震災当時のことを振り返る時間を享受できる場。

震災当時消防団での避難広報活動・避難誘導活動を行っていまし

た。あのとき，すべての物が打ち砕けるけたたましい音が，周りを呑み

込んでしまいました。後にも先にもあの一瞬の出来事が今の自分を物

語っています。あの時の一瞬を逃していなければ助けられる命もあった。

でもできなかった。あのとき悟った人もあったのか。

助けられた命。助けられなかった命。でも悟れた命。・・・今でもわからな

いこともあります。

これから街は新しく生まれ変わります。新しい息吹が広がって行きます。

だからこそ，いつまでも悔やんでいてはいけない。そう思っても，あのとき

のそれぞれの思いはより深い所にあるだろうなと思うのです。

この施設は，あのときの深い思いを慰めてくれる場所であって欲しいかな

と思っています。

10

階上地区まちづくり協

議会　会長

佐　藤　俊　章

（意見なし） ◆市内に数箇所鎮魂の場があると思われるの

で，それらについても一緒に掲示してはどうか。

◆漁船をモチーフにしたモニュメントはどうか。

◆月命日の夜は，祈りの場をライトアップして

はどうか。

◆園路両側に灯篭（竹等）の設置をしてはど

うか。

（意見なし） （意見なし） （意見なし）

11

大島地区自治会連絡

協議会　役員

菅　原　隆太郎

12

面瀬地区まちづくり協

議会　会長

藤　田　正　人

左記の３項目（市が提示したもの）を可とし

ます。

左記（市が提示したもの）の機能・施設のほ

かに，過去の大津波後に建立された各地の碑

にもみられるように「地震があったら津波の用

心」といった後世へのメッセージを記したものを考

えてはどうでしょうか。

祈念公園にふさわしい花・木の植栽・植樹も考

えられると思います。

小・中学生はもとより安波山公園との連携を図り，一般市民，外来

客にも利活用されるよう整備されたい。

復興祈念公園は東日本大震災をメインに計画されているようですが，

過去には台風による集中豪雨で大川の下八瀬付近から館山一帯に

かけて氾濫し，犠牲者が出たほか，浸水家屋が続出するなど甚大な

被害を受けて激甚災害に指定されており，さらに鹿折川，面瀬川も

氾濫を繰り返しています。加えて市内は急傾斜地が多いので，がけ崩

れの心配も尽きません。

したがって，今後の防災の観点からも復興祈念公園の中に豪雨被害

への対応等も考慮されないものかともおもいます。

13

唐桑町まちづくり協議

会　会長

戸　羽　芳　文

（意見なし） （意見なし） （意見なし） （意見なし） 本公園は開園後，市外来訪者に気仙沼市を紹介する場合，必ず

案内できる立地環境にある。震災以降，気仙沼市は世界中からの支

援があり，またそれによって繋がったネットワークがある（気仙沼ファンク

ラブがその一例）。市外来訪者が必ず足を運ぶ特性を活かし，その

ネットワークが今後も続くための拠点となる公園となってほしい。

14

本吉夢プロジェクト委

員会　委員長

佐　藤　和　文

（意見なし） 野外においての追悼コンサートも考えられ，そ

れに電源，設備を備えておいた方が良いので

はないか。

今後の高齢化社会を考え，駐車場に直結す

るエスカレーターも必要と思う。

追悼コンサート （意見なし）

15

気仙沼商工会議所

副会頭

熊　谷　敬一郎
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復興祈念公園施設検討委員会　委員事前アンケート回答一覧

① 追悼・慰霊の場に必要な機能・施設 ② 公園として必要な機能・施設

アンケート回答

２　復興祈念公園に必要な機能・施設
３　復興祈念公園の利活用 ４　その他自由意見

委員情報

NO. １　復興祈念公園のコンセプトとして重要と考えるもの氏名

16

一般社団法人気仙沼

観光コンベンション協会

事務局長

臼　井　　　亮

海と生きる（海への感謝など） ・気仙沼市と海とのかかわり，歴史

・海と共に生きてきた市民の想い

・災害時の避難場所も兼ねる

・大型バスが入れる駐車場 市・内外からくる視察対応（語り部） 後世への伝承，津波を経験していないこれからの世代への警鐘

17

気仙沼市教育委員会

教育長

齋　藤　益　男

（意見なし） 「千年の絆リレー・百年後のあなたへ」市内の

小・中学生から寄せられた“百年後のあなたへ”

の想いを保管し，百年後に繙く。これを10回

繰り返す。

（意見なし） ・日常のメンテナンスが行き届いていることが最重要と考えます。

・他の被災地でも同様の施設整備が行われることから，施設について

多少の優劣はあると思いますが，10年先，50年先を思うとメンテナン

スには大きな優劣が生じるでしょう。

（意見なし）

18
気仙沼市　副市長

赤　川　郁　夫

（意見なし） （意見なし） （意見なし） （意見なし） （意見なし）

19
気仙沼市　総務部長

吉　川　良　一

（意見なし） （意見なし） （意見なし） （意見なし） （意見なし）

20
気仙沼市　建設部長

村　上　　　博

・「生きとし生けるもの」の死に対する追悼と鎮

魂

・本市が震災前までに築いた森羅万象に対す

る敬意

・自然に対する畏敬

・未来への希望

・知恵の継承

・本市の復興に対して寄せられた支援等に対

する感謝

・再生・発展への誓い

・詞など文を刻んだ石碑

・毎年3月11日に材料を更新する造形物

・バーチャルリアリティ装置

・陣山の文化財紹介

緑草広場 花見公園 陣山の地形や歴史（文化財）出来るだけ保存しつつ整備する。
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