
平成３０年１１月３日（土）

午後２時３０分～午後４時００分

市民福祉センター「やすらぎ」

主催：気仙沼市復興祈念公園施設検討委員会
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本日の説明事項

１．基本設計案の策定に至るまで

２．基本設計案の御紹介

３．復興祈念公園の利用・維持管理

４．復興祈念公園の名称

５．復興祈念公園整備のその他の進捗状況
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１．基本設計案の策定に至るまで

（委員会事務局から説明いたします）
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復興祈念公園整備について－整備目的と整備予定地－ 4

● 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つつ，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。

災害公営住宅（鹿折地区）

鹿折地区被災市街地復興
土地区画整理事業区域

水産加工施設等集積地
（鹿折地区）

B B’
水産加工施設等集積地
（南気仙沼地区）

亀山

気仙沼内湾

気仙沼魚市場

神明崎

魚町・南町地区被災市街地
復興土地区画整理事業区域

安波山

三陸沿岸道路
（仮称）気仙沼湾横断橋

B B’

復興祈念公園の整備目的と予定地

整備の目的

整備予定地「陣山」

整備予定地

陣山からの眺望
（360°パノラマ）

陣山

Aアングル

＜Aアングルから見た陣山＞

整備予定地は，被災地域に囲まれ，一方で将来的にも津波浸水のおそれがなく，海を望むことができ，地域再興が実
感できる「陣山」としました。

陣山からは，第１８共徳丸
の打ち上げに象徴されるよう
な大津波や，津波火災等で壊
滅的な被害を受けた鹿折地
区・内湾地区を眼下に望み，
湾奥から湾口まで，さらには
水平線をも一望できます。
また，市のシンボルの１つ

である安波山の麓に位置し，
昔から市民に親しまれ，市街
地からほど近い場所にありま
す。この他にも，埋蔵文化財
や化石等の歴史的特徴を有し
ている場所でもあります。
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復興祈念公園整備について－整備計画の概要－ 5

面積：約2.3ha
施設：祈りの場，モニュメント等／銘板／震災の記憶を伝えるもの／駐車場／トイレ／休憩施設／夜間照明

／待避所 等
時期：平成３２年度中（復興期間内の供用開始）

整備
計画

四方を見渡せる地勢を活かし，海及び復興するまちなみへの眺望を確保します。また高齢者等が苦労なく通えるよ
う整備を目指します。
また，園内に配置する「祈りの場」「モニュメント」等は，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），委員数：20名）において検討しています。

＜計画イメージ（平面図）＞

階段

「祈りの場」，
「モニュメント」等

トイレ

祈りの場

園路

駐車場

駐車場

※陣山高台の3Dイメージ

復興祈念公園施設検討委員会において検討中。
現在まで７回開催

➀ H29.11.24
② H29.12.26
③ H30.3.20
④ H30.5.23
⑤ H30.6.27
⑥Ｈ30.8.6
⑦Ｈ30.10.10
⑧Ｈ30.11下旬予定

復興祈念公園の整備計画

整備の考え方
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「陣山」の特徴を活かし，復興祈念に相応しい公園とするために必要なアイデアを広く市内外から募るため，「気仙
沼市復興祈念公園アイデアコンペ」を実施し，市内外（海外からも！）の１０～８０代の方から１６１作品もの作品が
寄せられました。
審査の結果，１６作品が入賞し，その中でも総合・モニュメント部門ともに優秀賞を受賞した槻橋修氏（神戸大学）

の作品を「基本設計の核となる作品」とすることが決まりました。

応募数 年代 地域別

総合
部門

29 20~80代 市内～海外

モニュメ
ント部門

132 10~70代 市内～県外

合計 161

応募期間：H30.1.15～2.23
応募内容：総合部門，モニュメント部門
応募資格：どなたでも

＜復興祈念公園アイデアコンペ＞

復興祈念公園アイデアコンペの実施について

復興祈念公園アイデアコンペ

入賞作品（総合部門・モニュメント部門）
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復興祈念公園アイデアコンペ入賞作品

永田旬子さん 小山雅久さん

殿井直さん

優秀賞

総合部門

髙橋祐眞さん

モニュメント部門

優秀賞

アイデア賞

津久井誠人さん 片野準也さん

上坂宗万さん 佐々木文彦さん

千葉光浩さん 古川慎治さん

佐々木文彦さん 梶原愛未さん

アイデア賞

小山美都さん 齋藤杏莉さん

小田明紀さん 菊田琉美菜さん

H30.5.23コンペ表彰式

槻橋修さん：基本設計の核となる作品
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・犠牲となられた方のそれぞれの地域に向けて追悼できる。
・追悼・伝承・再生のテーマを持たせたことで限られた敷地に奥深さがある。
・各地区に方位を持たせたことで，「陣山の公園」ではなく「気仙沼市の公
園」という意味付けにもなっている。

「基本設計の核となる作品」に選ばれた槻橋修作品

作品名：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

伝承のひろば

再生のひろば

復興祈念公園に３つの広場を提案
○追悼のひろば 各地区に向けたガラスのモニュメントと

銘板で震災で犠牲となられた方を悼む
○伝承のひろば 震災の記憶と教訓を伝える
○再生のひろば 日常的に憩う

作品
概要

委員会において評価された点

追悼

再生伝承
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【ブラッシュアップの論点】

御遺族をはじめ，市内外の多くの方々の共感を得られるよう，コンペに寄せられた多くの作品の想いを込めた公園づ
くりを委員会では目指すこととしました。
そのために，槻橋修氏（神戸大学大学院工学研究科准教授）を監修者とし，他入賞作品のアイデアなども吸収しつつ，

「基本設計の核」である自身の作品をブラッシュアップしながら基本設計の検討を進めました。

復興祈念公園整備について－整備計画の概要－基本設計の策定に向けて

コンペアイデアを基本設計へ

計画イメージ

コンペ入賞作品

槻橋作品

計画イメージに作品
アイデアを反映

↓
基本設計案へ

他入賞作品の
アイデアを吸収

槻橋修氏が監修者
として参画

追悼

再生伝承
・公園の利用方法
・公園の維持管理方法

・伝承の方法

・モニュメントの形状・配置
・銘板の形状・配置
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２．基本設計案の御紹介

（監修者から説明いたします）
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アイデアコンペ時からの変更点

保全樹木
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新たな陣山の姿
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各広場の計画平面図

13



各広場の計画断面図

14



モニュメント(合掌ゲート)
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モニュメント(合掌ゲート)
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計画に反映したアイデアコンペの提案
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頂上から見える景色
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頂上からモニュメントを見る 19



園路からモニュメントを見上げる 20



銘板/伝承のオブジェ/市民参加花壇
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銘板
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伝承のオブジェ

オブジェイメージ 作家：皆川嘉博（秋田公立美術大学准教授）
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銘板の中心から見える景色
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25



プラザホテル側から見る 26



プラザホテル側から見る 27



28大浦側から見る



安波山から見る 29



３．復興祈念公園の利用・維持管理

（委員会事務局から説明いたします）
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公園の利用について

31

 公園の維持管理は市の管理（管理委託を含む。）で行います。
 公園には常駐の管理人は置きません。また，公園に門扉を設置しませんので，開閉園の時間は特に定めません。
 東日本大震災追悼式は本公園では実施しません。

利用の前提となる維持管理体制

 銘板に犠牲となられた方の御名前を必要に応じ毎年追刻します。
 寄附者銘板に寄附者の御名前を必要に応じ追刻します。
 市民参加花壇を市民等で管理します。
 特定の企業・団体等の利益につながるものでなければ，公園の利用ルールの範囲内において，民間主催の催事は可能

とします。

復興祈念公園の利用

市民参加花壇
→市民等で守り育てていく

銘板
→犠牲となられた方の御名前を追刻していく

再生の広場
→日常的な憩いの場として



公園の利用について
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 火気使用を認めません（線香なども含みます。）。
 その他は市内にある公園の利用と同様に，利用上の許可，禁止，制限を行います。

公園の利用ルール

【公園の利用ルール案】
１ 利用について市の許可を必要とすること

① 行商や募金などの行為をすること。
② 業として写真や映画やテレビを撮影すること。
③ 興業を行うこと。
④ 競技会や展示会，博覧会などの催しのため，公園を独占して利用すること。

２ 禁止すること
① 公園を損傷すること。公園を汚損すること。
② 竹木を伐採すること。植物や土石の類を採取すること。
③ 土地の形質を変更すること。
④ 鳥獣魚類を捕獲すること。鳥獣魚類を殺傷すること。
⑤ 張り紙や張り札をすること。広告を表示すること。
⑥ 立入禁止区域に立ち入ること。
⑦ 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れたり，そこへ停めたりすること。
⑧ たき火をしたり，火気を持ち遊んだり，その他危険な遊戯をしたりするなど公衆の利用に支障ある行為を

すること。

３ その他（騒音の制限）
市長は，競技会，展示会，博覧会，興業，集会などの催物による拡声放送や明らかに騒音と認められるもの

で，市民生活の静穏を保持し難いと認められる場合は，これを禁止することまたは騒音防止に必要な措置をと
らせることができる。



４．復興祈念公園の名称

（委員会事務局から説明いたします）
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公園の名称

34

「気仙沼市復興祈念公園」と名付けます。

※公園供用開始前までに，「通称」を決めます。



５．復興祈念公園整備のその他進捗状況

（委員会事務局から説明いたします）
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アクセス道路 周辺道路の活用と改良検討のイメージ

【三坂（栄町）】
普通自動車・バスの往来
→待避所設置等を検討

【太田】
普通自動車の往来

【陣山・魚町】
歩行者の往来（避難路）
→現道の修繕を検討
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Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

下の箇所において，待避所・電柱移設等，バスとのすれ違いに向け必要な対応を検討しています。

アクセス道路 三坂（栄町）の検討のイメージ

【中・大型バス】
車長：約8~11.5m 車幅：約2.3~2.5m

【普通自動車】車長：約4.7m 車幅：約1.7m

＜検討の規格水準＞

バス

普通自動車

現道でもバスは走行可能であるものの，
普通自動車とのすれ違いが課題37



気

仙

沼

市

ふるさと納税 申込 決済

使途：
・まちづくり一般
・生活基盤の整備
・産業振興と雇用創出
・保健・福祉・医療の充実
・教育の充実

返礼品，寄附金控除証明書

寄附者
ふるさと
チョイス

寄附の呼びかけについて

 復興祈念のシンボルを市民はもとより，支えていただいた世界中の方々と共有したい想いから，寄附を呼びかけます。
 寄附は，通常の寄附受付（口座振込み・窓口払い）に加えて，国内大手クラウドファンディングサイトにおいて，
この冬（H30.12~H31.3予定），ガバメントクラウドファンディング（GCF）を行います。

多くの想いで実現する復興祈念のシンボル

復興祈念公園
寄附

寄附金控除証明書

寄附者

申込 決済
GCF

通常（口座振込，窓口払い等）

使途：
復興
祈念
公園
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全体整備スケジュール

※上記全体整備スケジュールは調査・測量・設計を，以下のとおり想定し組んでいます。
・基本設計： H29.10 ～ H31.1

・実施設計： H31.1 ～ H31.6

・埋蔵文化財調査： H31.3 ～ H31.6

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ★市民説明会

GCF 通常寄附

ｺﾝﾍﾟ

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3
NO. 工種

2
寄附

呼びかけ

用地買収

工事5

1

3

4

調査・測量・

設計

H29 H30 H31 H32

施設検討

委員会

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12
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