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■提案コンセプト ■公園全体の配置とその考え方

■ 維持管理の体制・運営について
・公募で民間事業者に設置管理許可をし、歴史的建造物（尾形家住宅）の
利活用により収益の一部をランニングコスト等に充当する仕組みにする
とともに、イニシャルコストの回収や維持管理負担を軽減する。

・西駐車場から徒歩で公園の入口となる歴史的建造物(尾形家住宅)にアクセ
スし、中央駐車場は身体障害者用と緊急車両トイレのみとします。

・園路は勾配５％以下を確保し、陣山の西側から回り込むことで突然海が見
えるというダイナミックさを実現します。帰りはもう一つの園路を通り異
なる風景が見られる工夫をしています。

・追悼と鎮魂の場である頂上部は木質デッキを整備し、歩き易いようにする
とともに、憩いの場所としても使い易いようにします。そしてモニュメン
トである船鐘(マリーンベル)は震源地の方向である真南から約40度東に向
いて鐘を鳴らせるように配置します。

・歴史的建造物の北側は防風林を、南側は居室・縁側から海が観望できるよ
うにします。歴史的建造物から上の陣山は現在の植生を基本に芝生等の低
い草とし、遠足や課外授業、オープンカフェ、花火大会、キャンプ等に使
えるようにします。市民、市外からの方も日常的な利用（利活用も含め）
ができるような仕掛けとしました。

■歴史的建造物（尾形家住宅）の利活用
・被災した歴史的建造物である尾形家住宅を公園の管理施設として再生
する。飲食の場を併設すると共に防災教育の場として活用する。

・陣山の全てを『気仙沼閣』(閣：見晴らし台、高く構えた建物、四方を
観望する見晴らしの高層建築)と位置づけ、唐桑小々汐で被災した歴史
的建造物である尾形家住宅を中腹に再建し、頂上部の祈りの場に船鐘

 （マリーンベル）を置き、祈る人と合わせてモニュメントとします。
・尾形家住宅は東日本大震災で被災した再建が期待される歴史的建造物で

す。復興祈念公園に再建し次世代へ繋げることで、歴史と震災の記憶も
伝えられます。気仙沼閣として全市民の財産とするとともに防災教育や
思いを新たにする場所になります。

・歴史的建造物から頂上への『祈りの場』へ登る園路沿いに被災者の名前
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、頂上の祈りの場にはモニュメントの船鐘(マリーンベル)
を置き、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。

・帰り道で再び歴史的建造物に寄り、休憩場所として歴史的建造物の部屋
や縁側から大島や青い海を眺め、鶴亀大橋や内湾、南気仙沼等の再興を
感じながらカフェや蕎麦などの飲食の提供による利活用、市外の方への
語り継ぎ、おもてなしの場となることは基より、気仙沼市の観光の拠点
になり「また行きたくなる」演出・仕掛けをします。

活用平面イメージ

活用断面イメージ

被災前の尾形家住宅 園路沿いの祈る方向にコミュニティ毎の銘板を設置

船鐘(マリーンベル）
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駐車場 

(40 台) 

トイレ 

原っぱ 

原っぱ 

原っぱ

上りルート 

ショートカットルート 

下りルート 

園内の動線計画 
駐車場は入口部にまとめ(障害者用 2 台を除く)、利用者は歩い
て展望デッキ広場をめざします。下りルートを確保し登山者と
下山者が交錯しないようにピーク時の混乱を防ぎます。 

メモリアルテラス

 
陣山の歴史的遺
構を将来に継承
するために、園
路や展望デッキ
テラス等は、地
形の改変を最小
に留めるよう、
地形をよく読ん
で設定します。

地形を最大限に生かしたランドスケープ 

 
 
 
 
 
 
 

尾形家を活用した公園管理施設 

震災で倒壊、現在山梨で再生を待つ歴
史的建造物尾形家を移築し、復興祈念
公園の中核的施設とします。内部は来
園者のためのお休み処のほか、震災の
記録の展示や、防災学習機能を持たせ、
気仙沼の新たな観光スポットとして集
客力のある公園をめざします。いざと
いう時の一時避難所としての役割も期
待するものです。 展望デッキ広場にいざなう階段状デッキ 

地形へのダメージを
最小化するために、階
段と広場の役割を併
せ持つ階段状デッキ
広場を整備し、メモリ
アルテラス(祈りの
場)に来園者をいざな
います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メモリアルテラス 

階段状デッキテラスの最頂部
(FH58.2m)には気仙沼湾を臨む
360 度パノラマ景観が楽しめる
デッキ広場を整備します。また、
広場中央部には、追悼の意を表
すモニュメントとして、震源地
の方向を向くマリンベルが置か
れます。木材による広場とする
理由は、地形へのダメージの軽
減のほか、拡張・縮小が容易な
柔軟性や、定期的メンテナンス
を必要とすることによる震災の
風化を防ぐ意図もあります。 

内湾から徒歩による
観光ルートとして風
情のある通りの整備
が期待されます。 

残存緑地 

残存緑地

残存緑地

大 型バス

回転軌跡 

大型バス 

駐車場(2 台) 

障害者用 

駐車場(2 台) 

【提案様式Ｓ２】添付資料（提案書の補足資料） 

エリアごとに設けられた銘板 

唐桑、気仙沼、本吉各エリアの犠牲者を追悼する銘板は
メモリアルテラスに至る園路に沿って、それぞれのエリ
アの方向に向けて設けます。 

 ■公園の計画 
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北西より復興祈念公園と気仙沼湾を臨む 

内湾より復興祈念公園を臨む 

歴史的建造物(尾形家住宅) 

歴史的建造物(尾形家住宅) 

【提案様式Ｓ２】添付資料（提案書の補足資料） 
 

■公園のイメージパース 

 

モニュメント：船鐘(マリーンベル)のイメージ（震源の方向に向かって祈る） 

園路沿いの銘板イメージ（コミュニティの単位毎に設置）

園路沿いの銘板 モニュメント 

モニュメント 園路沿いの銘板 
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①小屋組みの解体

2

4月9日正面解体風景

全国の建築系学生にボランティア募集を募り、多くの方のご協力のもと、
瓦礫の中から部材等の回収、旧敷地内の先が見えない瓦礫との闘い。 

  

4月25日 遺体搜索で忙しい中、
協力してくれた自衛隊。

瓦礫の中から
みつかった建具

5月10日小屋組み 5月12日小屋部材養生

小屋組の解体を2011年4月5日～5月12日で実施。
その後一時保管として現地にシート養生を行い保管した。

②レスキュー作業

SOC 基金（東日本大震災被災文化財復旧支
援事業http://save-our-culture.jp/ ） 
及び公益財団法人　朝日新聞文化助成財団
の支援を受けて、一部部材の修繕作業が行
われた。

③調査

④修理

■気仙沼・尾形家修復保存会とは■気仙沼・尾形家修復保存会とは

震災後の尾形家 

地元業者の手伝い

小屋組みの仮組柱の調査

折れた柱 完成

・公益財団法人日本ナショナルトラストによる「SEEDS OF FURUSATO～東日本大震災　自然・文化
　遺産復興支援プロジェクト～」で保存会を中心に再建のための資金・ボランティア協力の呼び
　かけを行っている。
・佐倉市にある国立歴史民俗博物館では尾形家の一部部材を使用して常設展示が行われている。

⑤今後

■保存会の取組■保存会の取組

■震災後の尾形家■震災後の尾形家

・工学院大学後藤研究室と国立歴史民俗博物館、その他地元の支援者有志によっ

て、震災1ヶ月後に気仙沼・尾形家修復保存会を設立。建物だけでなく、民具や

古資料などを瓦礫の中から救出、洗浄、調査保管などを行ってきた。

・尾形家住宅は震災前から歴史的に価値があるとして、建物群は古くから注目さ

れ建築史家小倉強の「宮城の古民家」（昭和48年）に写真、図面入で紹介され

ている。また、登録有形文化財への登録を目指し工学院大学後藤研究室では建

物調査を行っていた。民俗の分野では、家の守り神「おしらさま」を祀るこの

地域の風習などを国立歴史民俗博物館にて調査を行っていた。それらの調査か

ら再建に必要な基礎資料が残っている。

・この地域の家々は跡形もなく全滅であった中、茅葺屋根によって守られた尾形

家。震災後に行方不明者の捜索の為に自衛隊が屋根を重機で壊そうとしたが、

自衛隊の配慮で時間をもらい、早急に小屋組解体を行うことができた。

・気仙沼・尾形家修復保存会は様々な奇跡の積み重ねによって守られた尾形家住

宅を支援していきます。

・茅葺屋根だけが取り残された形で流された。小々汐地区公会堂と電信柱で止まり海には流されず一命をとりとめる｡

・尾形家では代々「津波がくるときは、 雨戸を閉める」という言い伝えがあったため奥様は、地震発生後雨戸をしめ

逃げた。結果的に、尾形家の家財道具は建物に守られた。  

・工学院大学後藤研究室で部材の痕跡調査を
行った。その後大工によって柱の部材調査
を行い、86本中31本が場所が確定された。
また、大黒柱は３本中２本は尾形家のもの
で、残りの１本は敷地内の別邸のものであ
ることがわかっている。

・山梨県に移動後、洗浄を行い部材を建屋内
にて保管している。

・位置が確定していない柱も多々ある為、小
屋組を仮組して柱の位置を決定した。

矢印のように動いたと推測される。





■内湾地区で進む文化財の再建や復興起点事業

・気仙沼市内湾地区は津波で被災した低地市街地であるが、歴
　史を継承すべく数多くの市民が立ち上がり、文化財建造物の
　再建や様々なまちづくり市民事業、官民連携事業が連鎖的に
　立ち上がり、町の活力が再生し始めている。
・これら内湾地区の文化財の再建や復興起点事業を繋ぐ散策路
　や安波山等周辺への散策路の起点及び終点となる場所として
　この復興祈念公園『気仙沼閣』を位置付ける。
・復興した町の活力を感じること、更なる町の復興と亡くなら
　れた多くの方々の鎮魂を祈念すること、これらを一連の流れ
　と感じることで、本当の復興を学び感じることを目指す。

文化財角星の再建と復興起点事業のさかな町内湾ビル

風待ち復興検討会により再建が進む文化財建造物

風待ち復興検討会により再建が検討されている文化財建造物

内湾地区で進む様々な復興起点事業

三事堂ささ木 小野健商店 角星

男山本店 千田家住宅 武山米店

八日町236 南町　紫市場 K-PORT
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Ｐ

Ｐ

角星製造場

復興祈念公園
気仙沼閣

男山本店 店舗

武山米店

男山本店 酒蔵・和館

三事堂ささ木

千田家住宅

紫神社前商店街

南町一丁目

八日町236
気仙沼市役所

さかな町内湾ビル

K-port

南町海岸公共・公益施設

南町海岸商業施設

内湾スローフード
小野健商店

角星

かもめ通り商店街

安波山

唐桑鹿折駅

Ｐ

凡例

: 復興祈念公園 気仙沼閣

: 気仙沼閣 マリンベル

: 気仙沼閣 文化財建物

: 文化財建物

: 店舗・飲食店など

: 内湾散策路

: 安波山散策路

: 駐車場
: 陣山への津波避難路

■気仙沼内湾地区散策ルート：散策ルートの起点及び終点として復興祈念公園『気仙沼閣』を位置付ける
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■維持管理の体制・運営について 

 歴史的建造物（尾形家住宅）をしっかりと再建することで復興祈念公園の活用範囲が大きくなります。都市公園法の改正により公募で民間事業者に設置管理許可をすることができ、そして利活用を促

進することができます。このことで収益の一部をランニングコスト等に充当する仕組みにするとともに、行政のイニシャルコスト（初期投資）の回収や維持管理負担の軽減にもなると考えています。 

 行政・市民団体で協議会を設置（「復興祈念公園施設検討委員会」がそのまま運営協議会に移行することも考えられます。）することで復興祈念公園のコンセプトを遵守し、価値の向上を図ります。す

でに「池袋南公園（豊島区）」「隅田公園オープンカフェ（墨田区）」「富岩運河環水公園（富山市）」等多くの行政で取組みを始め地域住民の憩いの場や観光客等のインバウンドに寄与しています。 

 

 

有効活用 

維持・管理費 
イベント、地域活動、 

魅力づくり 

事 業 者（市内業者、商店街組合等） 

収益 

 

祈り、思い出、癒し、親しみ、おもてなし 

遺構、震災の展示、防災教育、語り部 

歴史、文化財、伝承（大工、藁葺）、視察・見学 

収益還元 

企 画 

公園の植栽管理、光熱水道費、日常管理 

茅葺補修等長期修繕計画 

企画提案・地域活動等の連携 

内湾地区散歩道 気仙沼ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 

防災備蓄倉庫、一時避難場所 

協議会組織（案） 

 

復興祈念公園の活用案 

学習、会議、講演会、体験学習 

そば、うどん、喫茶等飲食、会合 

花火大会、広場、キャンプ、遠足 

 
販売、寄付、募金、ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 

有料部分 都市公園法 

民間事業者・民間団体へ設置管理許可 

公募設置管理制度（Park-PFI）10 ⇒ 20 年 

 ■パーク・マネージメント 

 ■ルール作り 

復興祈念公園施設検討委員会 

被災者団体、学校、ＰＴＡ、商工会、市民団体 

【行政・事業者・教育委員会】 
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