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提案を求めるもの及び提案の条件 

 

各部門において提案を求めること及び提案の際の条件等は，下表のとおりとします。 

（◎：提案必須，○提案可，－：提案対象外） 

 

＜提案条件の概要＞ 

区分 機能・施設 

提案部門 

備考 
総合部門 

モニュメント

部門 

１ 追悼・祈念

の場に必要な

機能・施設 

 

(１)モニュメント（祈りの対象） ◎ ◎  

(２)銘板（犠牲者の名前を刻

むもの） 

◎ ○  

(３)震災の記憶を伝えるもの ◎ ○  

２ 公園として必要な機能・施設 

・駐車場 

・休憩施設（四阿・ベンチ） 

・トイレ，水道設備 

・夜間照明 

・柵・門扉 

○ －  

３ その他 

・寄附者の名前を刻むもの 

・その他提案者が必要と考えるもの 

○ －  

 

＜提案条件の詳細＞ 

１ 総合部門及びモニュメント部門で提案を求めるもの 

NO 機能・施設等 提案の際の条件等 

提案区分 

提案を求めること等 総合 
部門 

モニュメント 
部門 

① 祈りの場 祈りの場には，下記②のモニ
ュメントを設置することを必須とし
ます。 
別添資料１「事業区域図」

に示す位置を想定しています。 
当地の選定経緯から，祈り

の場からの 360 度眺望を確保
することが必須です。 

具体的な確保したい眺望
（視点場と眺望の対象）につ
いては、別紙３「確保したい眺

◎ 
 

○ 原則的には別添資料１
「事業区域図」に示す通りの
規模・位置とします。 
文化財を保護する観点か

ら，切土によって大きく掘削
する提案は不可としますが，
盛土や人工地盤のようなも
のを架構して高さを上げる提

案は可とします。 
祈りの場には，③「銘

板」，④「震災の記憶を伝え

別添資料２ 



2 

NO 機能・施設等 提案の際の条件等 

提案区分 

提案を求めること等 総合 
部門 

モニュメント 
部門 

望」参照してください。 るもの」，⑥「休憩施設」，
⑧「夜間照明」，⑨「柵」，
⑩「寄附者の名前を刻むも
の」，⑬「その他提案者が必
要と考えるもの」を配置する
提案も可です。 

② モニュメント 
（ 祈 り の 対
象） 

手を合わせる対象として祈り
の場に整備することを想定してい
ます。 

提案の際のデザインは，応募
要項「1 趣旨・目的」を十分に
踏まえたものとしてください。 
モニュメントが震災の経験・教

訓の伝承を趣旨としていることか
ら，設置場所の条件や風水
害，地震等の災害を予見する
とともに，長年の使用，風
雨，紫外線等に耐えるものとし
ます。 
安全性に十分配慮し，安易

に倒壊し，又は損傷することの
ない構造としてください。 
また，モニュメントのデザイン

等の説明等の表示板を設置す
ることを想定しています。 
モニュメントの設置位置等を

検討する際には，参考資料２

「復興祈念公園整備基本設計
等業務中間報告資料（地質
調査編）」を参考としてくださ
い。 

◎ 
(※) 

◎ 
(※) 

大きさ，素材を含めたデ
ザイン及び配置について本コ
ンペで提案を求めます。 

特に，材質の選定に当た
っては，選定理由（その材
質が有する耐久性や質感
等）を明らかにし，提案書
に記載してください。 

 

③ 銘板 
（犠牲者のお
名前等を刻む
もの） 

ご遺族の同意を得られた方の
み銘板に犠牲者のお名前等を
刻むことを想定しています。 

1）刻む情報の数 
現在市として発表している

犠牲者の数は 1,356 名です
が，今後関連死の方が増え
る可能性もあります。 
今後，市において改めて

御遺族に刻銘することについ
て御意向を伺うこととしてお

り，刻銘する人数について
は，現時点では確定しており
ません。 

◎ 
(※) 

○ 
(※) 

大きさ，素材を含めたデ
ザイン及び配置について本コ
ンペで提案を求めます。 
「祈りの場」に設置すること

を基本としますが，提案する
コンセプトにあわせて整備区
域内の祈りの場以外に設置
することも可とします。 
亡くなられた方のお名前を

刻む方法については，これま
での市の検討経緯をまとめた

別紙１「銘板の形態に関す
る検討資料」についても確認
のうえ，提案してください。 
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NO 機能・施設等 提案の際の条件等 

提案区分 

提案を求めること等 総合 
部門 

モニュメント 
部門 

2）刻む情報の内容 
亡くなられた方 1人 1人に

ついて，以下の情報を記載し
ます。 
・お名前 
・居住行政区 
・亡くなられた時の年齢 

3）刻む順番 
ご家族や親戚同士の方は

近い場所に刻むことが望まし
いと考えています。 

④ 震災の記憶を
伝えるもの(掲
示板等) 

地域の歴史（3.11 の被害
を含む）等を紹介するものを整
備することを想定しています。 
別紙２「震災の記憶を伝え

るもの」に記載する情報は必ず
掲載することとします。 

◎ 
(※) 

○ 
(※) 

掲載する方法については
提案を求めます。 
また掲載する内容について

も追加の提案を可とします。 
祈りの場に設置することを

基本としますが，提案コンセ
プトにあわせて整備区域内の
祈りの場以外に設置すること
も可とします。 

※②「モニュメント」，③「銘板」及び④「震災の記憶を伝えるもの」については，個別に整備する提案で

も，一体的に整備する案でもどちらでも構いません。モニュメント等の設置数や，表示の組み合わせに

ついては，デザインによるところが大きいため，自由な提案を求めます。 

 

２ 総合部門で提案可能なもの 

NO 機能・施設等 提案の際の条件等 

提案区分 

提案を求めること等 総合 
部門 

モニュメント 
部門 

⑤ 駐車場 別添資料１「事業区域図」
に示す通りの位置とします。 

想定している駐車台数の内
訳は以下の通りです。 
○西駐車場 
・ 乗用車駐車スペース 44台 
○中央駐車場 
・ 大型車駐車スペース２台 
・ 乗用車駐車スペース 44台 
・ 身障者用乗用車駐車スペ
ース３台 

○ － 特に提案は求めません
が，空間の利用方法の提

案に関連して基本設計案に
加えて整備が必要なものが
あれば，その内容と理由を
明記してください。 

⑥ 休憩施設 
（四阿・ベン

チ） 

来訪者が休憩することのでき
る場所を整備します。雨天も想

定し，雨宿りできる空間も必要
と考えています。 

○ － 大きさ，素材を含めたデ
ザイン及び配置について本コ

ンペで提案を求めます。 
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NO 機能・施設等 提案の際の条件等 

提案区分 

提案を求めること等 総合 
部門 

モニュメント 
部門 

基本計画時においては既製
品の四阿及びベンチを若干数
配置することを想定しています。 

⑦ トイレ トイレについては，別添資料
１「事業区域図」に示す通りの
位置とします。 

○ － 特に提案は求めません
が，空間の利用方法の提
案に関連して基本設計案に
加えて整備が必要なものが
あれば，その内容を明記して
ください。 

⑧ 夜間照明 夜間の利用を想定し，整備
することが必要と考えます。 

○ － 大きさ，素材を含めたデ
ザイン及び配置について本コ
ンペで提案を求めます。 

⑨ 柵 柵については，傾斜地の空
間として安全上必要と考えてい
ます。 

○ － 大きさ，素材を含めたデ
ザイン及び配置について本コ
ンペで提案を求めます。 

⑩ 寄附者の名
前を刻むもの 

名前を刻む方法や刻む対象
は問いません。 

○ － 大きさ，素材を含めたデ
ザイン及び配置について本コ
ンペで提案を求めます。 

⑪ 園路・階段 駐車場からモニュメントの位
置までを徒歩で移動することを

想定した空間として整備すること
を想定しています。 
園路については，車いすの対

面通行を考慮し，幅員は 2.0
ｍ以上とします。また，勾配
は，延長が長い斜路形態とな
ることから，都市公園の移動等
円滑化整備ガイドラインに基づ
き，5％以内とします。 

○ － 別添資料１「事業区域
図」に示す通りの規模・位置

とします。 
園路については 5%以下

の勾配として設定することを
条件に若干の位置の変更は
可能です。ただし，文化財を
保護する観点から，切土に
よって大きく掘削する提案は
不可とします。（盛土や人
工地盤のようなものを架構し
て高さを上げる提案は可とし
ます。） 

園路の舗装は，素材を含
めたデザインについて提案可
能です。 

⑫ 立木 祈りの場からの眺望を確保す
るため，別添資料１「事業区
域図」に示す「整備事業区域」
の範囲については，原則，現
存するすべての立木を伐採する
ことを想定しています。 

○ － 別添資料１「事業区域
図」に示す「整備事業区域」
の範囲に現存する立木のう
ち，提案する公園のコンセプ
トに照らし，保存することが
望ましいものがある場合，そ
の木の位置を保存する理由
とともに提案してください。 

⑬ その他提案者
が必要と考え
るもの 

上記以外に提案者が必要と
考える機能・施設の提案は可
能ですが，実際の整備の可否

○ － 空間の利用方法の提案に
関連して基本設計案に加え
て整備が必要なものがあれ
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NO 機能・施設等 提案の際の条件等 

提案区分 

提案を求めること等 総合 
部門 

モニュメント 
部門 

は，費用等を考慮のうえ検討
することになります。 

ば，その内容を明記してくだ
さい。 

 



 

（別紙１） 

「銘板の形態に関する検討資料」 

 

 

銘板の形態等については，全国に多くの事例があります。 

それぞれ特徴や留意点がありますので，本市にふさわしいものを提案してください。 

 

1 名前を刻む対象の例 

対象 刻む単位 特徴・留意点等 

石 全員または特定のグループ ○ご意向に応じた加除がしにくい 

プレート 一人ひとり ○ご意向に応じた加除がしやすい 

 

２ 刻んだ名前の表示方法 

区分 特徴・留意点等 

常時見える 

（例：屋外の石碑等に刻む） 

○常に名前をみることができる 

○「固有名の死」が表現されることで来訪者に震災を共感いただきや

すい 

○常時表示したくないという意向のある方の名前は刻むことができな

い（名前を刻むことができる方が限られる） 

常時見えない 

（例：名前を刻んだものを収納等する） 

○常時表示したくないという意向のある方の名前も刻むことができる

（一人でも多くの方の名前を刻むことができる） 

○銘板のある空間が，祈り以外の空間にも利用しやすい 

 

 

 

  



 

３．参考事例 

NO 事例名 形式 対象者数等 写真 

１ 西宮市 犠牲者追

悼之碑 

石 

/常時見える 

1,081人 

（横９・２

㍍，高さ３

㍍） 

 

２ 神戸市 震災と復

興のモニュメント 

プレート 

/常時見える 

約 5千人 

 

３ 神戸市 大蔵海岸

歩道橋事故 慰霊

碑 

石 

/常時見える 

11人 

 

４ 東京都 東京空襲

犠牲者を追悼し平

和を祈念する碑 

名簿 

/常時見えない 

約８万人 

 

 

以 上 

 



 

（別紙２） 

震災の記憶を伝えるもの 

 

 

東日本大震災の記憶を伝えるものとして，以下の内容のものについて掲示を行います。 

 

１ 内容 

（１）市が指定する内容 

①地震の概要 

○地震名称：東北地方太平洋沖地震 

○発生日時：２０１７年（平成 23年）3月 11日（金曜日）14時 46分 

○震源：北緯 38度 06.2分，東経 142度 51.6分，深さ 24キロメートル 

○マグニチュード：9.0 

○各地の震度：（気象庁発表） 気仙沼市赤岩  6弱 

気仙沼市笹が陣 5強 

気仙沼市本吉町 5強 

○津波の高さ（推定）     気仙沼市 魚市場  ●ｍ 

 

②被害の状況（●年（平成●年）●月●日現在） 

○人的被害： 1,356人（内訳：直接死 1,033人，関連死 108人，行方不明者 215人) 

○住宅被災棟数： 15,815棟 

○被災世帯数： 9,500世帯 

 

（２）提案者が必要と考える内容 

公園全体のコンセプトに照らし，独自に提案することを可とします。 

 

 

２ 表記の方法 

１-（１）については，案内版を設置し掲示することとします。 

日本語のほか英語で同じ内容を表記してください。 

１-（２）については，（１）と同じ方法でも構いませんし，提案者が独自に提案しても構いません。 

 

 

以 上 

 

 

 

 


