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【提案様式Ｍ１】 モニュメントの提案書 
提案代表者⽒名：株式会社ウォーターデザイン  千葉光浩 作品名：天空への園：虹のアーチ 作品 No： 

 
コンセプト 

陣山に設置される祈念公園はまさに天に浮かぶ夢の園のようなイメージで、そこに立つモニュメントは虹の架け橋をイメージしたアーチです 

アーチをくぐり日時計ノーモンとなる鐘の支柱の前に立ち、鐘を鳴らし、陣山から臨む気仙沼湾の美しい水面に向かって震災の犠牲者を追悼するとともにこの地の復興を祈念します 

シンプルかつ大胆で荘厳なイメージを作りつつ明るくモダンなイメージになるように努めました 

陣山と陣山からの眺望、気仙沼～大島への横断橋、亀山・安波山などの山並み、気仙沼湾の穏やかな波をモチーフとしてゆったりとしたアーチ型を形成しています 

未来永劫悠久なる安らかな時を刻む日時計を導入しています。日時計時刻版に震災発生時刻の線を刻印しています  日時計のノーモン(き針)の端部に鐘を吊り下げています 
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◆提案コンセプト - 未来への羅針盤 -◆提案コンセプト - 未来への羅針盤 -

◆サイズ・素材

◆デザインについて

◆維持管理について

”海と生きる”　
気仙沼市は震災復興計画のコンセプトとして、この言葉を掲げています。
地震・津波災害を受けても自然と共生する道を選んだ気仙沼の方々の思いです。
我々は気仙沼復興祈念公園に相応しいモニュメントとして、「船」と「羅針盤」のデザインを
取り入れました。
鎮魂・伝承・復興の想いを乗せた「船」と未来へ導く「羅針盤」です。

モニュメント全体が「船」を表し、中央に「羅針盤」を模したモニュメント配置しています。
ステンレスのパイプが上部に伸びて、「鎮魂の鐘」を支えています。
モニュメント全体がステンレスパイプでひとつに繋がることで「絆」を表しています。
海を望む船の前方部分には約 1360 名の御芳名を配置しています。
上部の石材には「海と生きる」という文字を彫り込み、災害を乗り越えたくましく生きる人々の
思いを刻んでいます。
モニュメントの後方部分には「語り継ぐサイン」を４箇所設置し、震災の記憶を末永く伝承して
いきます。
舗装の仕上げをモニュメントの内外で分ける事で、モニュメントの内側を祈りを捧げる特別な空
間に入ったと自然に感じられる様にしました。
陣山は気仙沼市市街地から港や海を一望できる為、モニュメント内部からの眺望をなるべく阻害
しないデザインとしました。

モニュメント本体は、御影石やステンレスといった塩害にも強く耐久性の高い素材を使用します。
御芳名については、維持管理のしやすさを考慮し、脱着ができる形を採用しています。
また、ご芳名板の素材はステンレスを採用し、彫込加工します。彫込み部分は永久的に消えるこ
とはありません。
羅針盤の地図や語り継ぐサインの表示面は、ステンレス板に印刷し、特殊コートを施す SRC メ
タル印刷を使用します。
舗装面には鉄平石と白御影石を採用します。鉄平石は野面、白御影石はビシャン仕上とし、滑り
にくい仕上とします。

◆デザインについて

◆維持管理について

”海と生きる”　
気仙沼市は震災復興計画のコンセプトとして、この言葉を掲げています。
地震・津波災害を受けても自然と共生する道を選んだ気仙沼の方々の思いです。
我々は気仙沼復興祈念公園に相応しいモニュメントとして、「船」と「羅針盤」のデザインを
取り入れました。
鎮魂・伝承・復興の想いを乗せた「船」と未来へ導く「羅針盤」です。

モニュメント全体が「船」を表し、中央に「羅針盤」を模したモニュメント配置しています。
ステンレスのパイプが上部に伸びて、「鎮魂の鐘」を支えています。
モニュメント全体がステンレスパイプでひとつに繋がることで「絆」を表しています。
海を望む船の前方部分には約 1360 名の御芳名を配置しています。
上部の石材には「海と生きる」という文字を彫り込み、災害を乗り越えたくましく生きる人々の
思いを刻んでいます。
モニュメントの後方部分には「語り継ぐサイン」を４箇所設置し、震災の記憶を末永く伝承して
いきます。
舗装の仕上げをモニュメントの内外で分ける事で、モニュメントの内側を祈りを捧げる特別な空
間に入ったと自然に感じられる様にしました。
陣山は気仙沼市市街地から港や海を一望できる為、モニュメント内部からの眺望をなるべく阻害
しないデザインとしました。

モニュメント本体は、御影石やステンレスといった塩害にも強く耐久性の高い素材を使用します。
御芳名については、維持管理のしやすさを考慮し、脱着ができる形を採用しています。
また、ご芳名板の素材はステンレスを採用し、彫込加工します。彫込み部分は永久的に消えるこ
とはありません。
羅針盤の地図や語り継ぐサインの表示面は、ステンレス板に印刷し、特殊コートを施す SRC メ
タル印刷を使用します。
舗装面には鉄平石と白御影石を採用します。鉄平石は野面、白御影石はビシャン仕上とし、滑り
にくい仕上とします。

モニュメント本体
＜素材＞
本体：御影石（白・黒）・ステンレス材（研磨仕上）
ご芳名板：ステンレスエッチング板（彫込加工・

文字色入れ）
サイン板：SRC メタル印刷
鎮魂の鐘：真鍮
＜サイズ＞
W6000ｘD6180ｘH5200

◆サイズ・素材
モニュメント本体
＜素材＞
本体：御影石（白・黒）・ステンレス材（研磨仕上）
ご芳名板：ステンレスエッチング板（彫込加工・

文字色入れ）
サイン板：SRC メタル印刷
鎮魂の鐘：真鍮
＜サイズ＞
W6000ｘD6180ｘH5200

舗装
＜素材＞
モニュメント内部：鉄平石（野面仕上）

貼り
モニュメント外部：白御影石（ビシャン仕上）

貼り
＜サイズ＞
φ8000

提案代表者氏名：株式会社サイト　古川慎治 未来への羅針盤作品名： 作品 ： 01-022

【提案様式Ｍ1】　モニュメントの提案書



【提案様式M１】 モニュメントの提案書
提案代表者氏名： 佐々木文彦（気仙沼歴史的建造物再建支援専門家チーム） 作品名：『気仙沼閣』 作品No  
 

 

■提案コンセプト

■モニュメントのデザイン

・船鐘(マリーンベル)を吊るす架台はフレームを幾つか重ね。そして震源地
に向かって鐘を鳴らせる方向に構えます。このモニュメントは見る人によ
って舟形を思ったり、家に見えたり、波を感じたり、陣山と安波山の稜線
を借景にした山並みに感じたりします。これは大自然や人の生活、営みを
表していますが、追悼や鎮魂に訪れた人達が自由にそれぞれに感じて頂け
れば良いものです。

・船鐘（マリーンベル）は「真鍮」または「鋳物」とし、鐘（ベル）を鳴ら
す棒（ベル棒）は木槌タイプや銅、鉄等を市民一人一人が創意工夫して作
成（市内業者が作成、販売するのも良いと考えています。）し、個性ある
音色を奏でるようにします。（管理上勝手に鳴らされないようにすること
にも考慮しました。）

・モニュメントの床部分には東日本大震災の記録『2011.3.11　14：46　北
緯38度06.2分、東経142度51.6分、深さ24km、Mw9.0』（気象庁発表）を明
記します。

・気仙沼閣の頂上部（陣山の頂上）に祈りの場として船鐘(マリーンベル)
を置きます。

・古くから船に装備される船鐘(マリーンベル)は時間を知らせたり、霧の
中お互いの位置を知らせたり、無事に帰ったことを知らせる為にありま
した。こうした縁起から「神が宿る」と言い伝えられ、他の船に着けた
り、新造船に使い回したりする事は決してしません。気仙沼閣の船鐘

　(マリーンベル)は鐘の音を含めて未来永劫、唯一無二です。
・モニュメントは震源地の方向に向いて鐘を鳴らせるような位置にし、こ

の船鐘(マリーンベル)を鳴らすことで海と生き、犠牲者への追悼と鎮魂
を祈ります。また、毎月11日の『防災を考える日』には鐘の音を聴いた
人も防災への思い、自然への畏敬の念を思うことができます。

園路沿いの祈る方向にコミュニティ毎の銘板を設置

■銘板のデザイン
・歴史的建造物から頂上への『祈りの場』へ登る園路の際に被災者の名前等
を彫った石碑（銘板）を点在させ、被災されたそれぞれの方向に追悼でき
るようにし、頂上の『祈りの場』ではモニュメントの船鐘(マリーンベル)
を震源地の方向に向かって鐘を鳴らし追悼と鎮魂の場とします。

モニュメントのイメージ

震源に向かって追悼と鎮魂の鐘を鳴らす

立面図（正面） 立面図（側面） 平面図
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【提案様式Ｍ１】モニュメントの提案書
提案代表者氏名： 作品名： 作品No.：

※ 判片面１頁で作成してください。また，文字は 以上としてください。

追悼のひろば-みんなの気仙沼、それぞれの「悼み」と「祈り」のための場所-槻橋　修

気仙沼復興祈念公園アイデアコンペ応募案〈モニュメント部門〉

みんなの気仙沼、それぞれの「悼み」と「祈り」のための場所

追 悼 の ひ ろ ば

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災によって犠牲になられた 1,365 名の方々を悼み、気仙沼の再生

を祈念する場所として、「３つのひろば」を提案します。みんなで亡くなられた方々を偲び、手を合わせる場

所であると同時に、この場所から、1,365 名の方々へ向けて祈ることができるように。そして「海と生きる」

気仙沼の人々が共生していく自然としての海ー気仙沼湾を展望しながら、それぞれに復興と再生に向けて歩ん

でいる地域とのつながりを感じられるように。そして地域の再興を実感しつつ，未来永劫の安寧を祈り伝えて

いく場所として、「３つのひろば」をつくります。

その中でもメインとなる「追悼のひろば」は、気仙沼湾を臨みながらみんなで追悼するための祭壇と、犠牲に

なられた方々のお名前を刻み、それぞれの場所に向かって祈りを捧げることのできる回廊、気仙沼湾を臨む展

望デッキからなる、静かな場所です。回廊に並ぶ光学ガラスのモニュメント柱は、犠牲者の方々がいらっしゃっ

た「それぞれの地域」と祈る人々とをつなぎます。透明なモニュメントには、風景と光が溜め込まれ、夜には

優しい光を放ちます。

「それぞれの地域」とは、気仙沼、鹿折、唐桑、大島、階上、松岩、面瀬、本吉、新月の９地域とし、それぞ

れの地域で亡くなられた方のお名前を銘板に記載することを想定しています。

南側を大きく開き、鹿折への眺望を確保する

遠足などで訪れた子供たちや

地域の子供達のアクティビティの場に

市民が日常的に散歩する憩いの場に

献花用の花を栽培する花壇

休憩所兼花の販売所

イベント時 50人程度収容

中心となる祭壇

記念樹 各地区の方面に向けた銘板

1. 追 悼 の ひ ろ ば

2. 伝 承 の ひ ろ ば

3. 再 生 の ひ ろ ば

全体計画 S=1:300 
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1. 追 悼 の ひ ろ ば
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④灯台と港町気仙沼との親和性

　気仙沼の人にとって、灯台は身近な存在である。漁業関係者など、
　海上を航行する人にとってはもちろんのこと、日常では見ること
　が少ない人でも、それぞれの灯台の記憶が心に残っているだろう。
　提案者にとっては、幼いころに見た岩井崎の灯台がその原イメー
　ジである。また、気仙沼以外の人にとっても、港町としての気仙
　沼と灯台の組合せは、自然なつながりをもって感じられるだろう。

2. モニュメントのデザイン

①デザインコンセプト

　心の灯台に火をともす

　灯台をモチーフとしながら独自のデザインを施すことよりも、
　多くの人の心の中にある灯台のイメージを反映したデザインと
　したい。

②モニュメントの大きさ

　一定の高さ、4～5mは欲しいところだが、費用に応じて低くなる
　のもやむを得ない。一定の高さが得られれば、たとえば柏崎地区
　のホテル客室からも灯台の少なくとも先端部が見えるようにした
　い。それらを考慮すると、灯台周辺に一定の高さをもつ基底部を
　設け、祈りのゾーンとしてはどうか。

③モニュメントの素材

　耐用性を考慮して、鉄筋コンクリート製。維持管理を容易にする
　ため、本体表面の仕上げは汚れがつきにくく、また清掃しやすい
　仕上げとしたい。

【提案様式M1】 モニュメントの提案書

提案代表者氏名 :   小田 明紀 作品名 :   復興祈念灯台 作品 No:

1. 提案コンセプト

①コンセプト「灯台」

　モニュメント名称：「復興祈念灯台」

②灯台が象徴すること

　復興祈念灯台は、つぎの３つの光を象徴する。

　◎祈りの光
　　灯明をはじめ、灯火は古くから祈りの場で用いられてきた。
　　この灯台から発せられる（ように感じる）光のイメージは、
　　犠牲者に対する追悼と鎮魂の光となるだろう。

　◎希望の光
　　暗闇を照らす光は、まさに希望の象徴である。全方位に近い眺
　　望が可能な陣山の頂きに設けられた灯台は、四方を照らしだす
　　光明、すなわち希望の光を連想させるだろう。

　◎防災の光
　　岬などの陸に設けられた灯台からの光は、船舶の安全な航海の
　　ために欠かすことのできないものである。生命を守り救うため
　　の灯台は、防災への想いを喚起するだろう。

③主要宗教における「光」「灯台」

　・仏教における灯明（とうみょう）は、闇（無明）を照らす智慧
　　の光。ろうそくを置く台は灯台とも呼ばれる。
　・キリスト教においても、ろうそくの火は広く用いられている。
　　その台は多くの場合、燭台（しょくだい）と呼ばれる。
　・モスクなど、イスラム教の宗教施設における塔「ミナレット」は、
　　アラビア語で「火や光をともす場所」とのことである。

デザインイメージ
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