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大規模な災害とそれによる犠牲者が発生した場合には，被災コミュニティに慰霊・鎮魂や復興を願うモニュメン

トが建立されることがしばしばある．本研究では，東松島市震災復興モニュメント検討委員会における震災モニュ

メントの検討プロセスの参与観察やプロセス中に出された委員の意見の分析を通して，プロセスの全体像やそこに

見られる知見を明らかすることを試みた．その結果は，1）検討委員会においては，15の視点があったこと，2）モ

ニュメントを検討する上では，設置場所・周辺の環境や管理の方法が主要な関心事になること，3）提案モニュメン

トの選定において，参画した市民が大きな影響をもっていたことが明らかになった． 
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１．はじめに 

大規模な災害の被災地では，特に犠牲者が発生し

た場合においては，基礎自治体や地域コミュニティ

によって，犠牲者の慰霊・鎮魂や，災害復興を祈念

するモニュメントが建立されることがしばしばある．

例えば，1995年阪神・淡路大震災では，「慰霊と復

興のモニュメント」が「慰霊と復興のモニュメント

設置実行委員会」の募金活動を経て，平成12年1月16

日に設置された1）．これ以外にも，1923年関東大震

災，1959年伊勢湾台風，雲仙普賢岳噴火災害，2004

年新潟県中越地震など，発生年代やハザードを問わ

ず，様々な災害モニュメントが存在する2）． 

阪神・淡路大震災や東日本大震災の被災地で建立

されたモニュメントについては，宗教学や社会学の

観点からの調査・分析がなされている．阪神・淡路

大震災の被災地においては，山内（2013）が学校施

設に建立されたモニュメントを，東日本大震災の被

災地においては，鈴木（2013）が南相馬市から仙台

市にかけて，小林（2016）がいわき市で建立された

モニュメントの全体像の把握を行っている．このほ

か，阪神・淡路大震災のモニュメントをオブジェ型，

地蔵・墓型，シンボル型に分けた研究（中安，1999）

や，震災モニュメントが建立後に地域で果たしてい

る役割を考察したもの（吉新・相澤，2009）などが

ある． 

東日本大震災の被災地では，基礎自治体が主体と

なって，震災モニュメントを建立するケースが多々

見られる．表1に，2017年6月現在，すでに自治体に

よって建立された宮城県内の震災モニュメントを示

す．表1に示した塩竈市9），多賀城市10），名取市11）

のいずれも，公募型プロポーザル方式で募集し，観

測された津波の高さに由来したデザインがなされて

いる． 

本研究は，2017年度中に建立される宮城県東松島

市における東日本大震災復興モニュメントを検討プ

ロセスの全容とそこに見られる視点や知見を明らか

にすることを目的とする．東松島市では，2016年12

月から市民および行政職員を委員とする「東松島市

震災復興モニュメント検討委員会（以下，検討委員

会）」が発足し，委員会での議論や視察を受けて，
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2017年3月において同事業者審査委員会が開催され，

事業者を決定している．著者は，同検討委員会でア

ドバイザーを勤め，同市の震災モニュメントを検討

する過程に参画する機会を得た．東松島市の検討委

員会では，市民が多く参画しており，宮城県内では

特筆すべき取り組みとなった．これまでの既往研究

においては，災害復興モニュメントの検討プロセス，

特に市民参画がどのように影響しているかの点や，

そこに見られる特徴や課題などは明らかにされてこ

なかった．震災モニュメントの検討プロセスを客観

的に記述し，そこにおける知見を見出すことは，今

後，別な地域で災害復興モニュメントを建立する上

での参考になり得る基礎情報になると考える．そこ

で，本研究では，同検討委員会における震災復興モ

ニュメントの検討プロセスの参与観察を通して，プ

ロセスの全体像やそこに見られる知見を明らかにし

ていく． 

 

２．研究方法 

研究方法は，1）震災復興モニュメント検討委員会

の参与観察と，2）1）で得られた委員の意見の分析

の2種類から構成される．1）の参与観察は，著者が

すべての検討委員会と視察に参加し，検討プロセス

の全体像を記述するものである．2）の分析は，検討

委員会や視察における委員の意見を生データとし，

構造化を行うものである．ここでいう委員の意見と

は，委員会内での発言とアンケートの結果のことを

指す．委員会においては，委員の発言を録音し，ト

ランスクリプションを作成する．視察では，委員か

らのアンケートへの回答を「ふりかえり」として自

由記述で得たため，これを電子化した．さらに，意

見の構造化においては，意見をカード化し，発言の

「視点」（何を視点にして発言しているか）によっ

てボトムアップで整理した．複数のカードからなる

グループについて，その「視点」を端的に表す「ラ

ベル」を付した．構造化の結果においては，妥当性

を検証するために，同市職員の確認を得ている．  

 

３．検討プロセス 

表2に東松島市における東松島市震災復興モニュ

メント検討委員会に関連する流れを示した．東松島

市では，震災の記憶の伝承，防災意識の醸成等，東

松島市の総合的な復興まちづくりの観点から，広く

意見を聴取するために，市民（被災者）を含めて検

討を行う「東松島市震災復興モニュメント検討委員

会」を2016年12月に設置した．平成28年（2016年）

12月1日付で，東松島市震災復興モニュメント検討委

員会の設置要綱が制定されている．委員会は，市民7

名（自治会・区会関係者3名，芸術文化に詳しい市民

1名，遺族3名．男女比は4：3），学識1名（大学）か

らなる．これらは，事務局を務めた市担当課（復興

政策課）によって選定された．なお，委員会には事

務局から適宜，関連する意見が述べられている．ま

た，後述する事業者審査委員会には，行政職員3名（総

務部長，移転対策部長，復興都市計画課長）も加わ

っている．  

第1回の検討委員会が同年12月26日に開催されて

いる．ここではまず，委員長と副委員長の選出が行

われ，いずれも市民が選ばれた（それぞれ自治会・

区会関係者1名，芸術文化に詳しい市民1名），その

後は，東松島市震災復興モニュメントが建立される

「震災復興メモリアルパーク」の整備事業，宮城県

内の他自治体の事例（表1），ならびに今後のスケジ

ュールが示された．東松島市震災復興モニュメント

は，同パーク内に設置される（図1の中央やや右上）．

No. 日時 業務 委員の参加 次第

1 平成28年12月1日 検討委員会設置要綱　制定 － －

2 平成28年12月26日 第1回検討委員会 ○

・委嘱状交付
・市長あいさつ
・委員長・副委員長の選任
・検討事項
　　1）震災復興メモリアルパーク整備事業について

　　2）他自治体の事例紹介

　　3）今後のスケジュール

3 平成29年1月12日 第2回検討委員会 ○

・報告事項
　　1）第1回委員会事後アンケート結果について

　　2）メモリアルパーク整備予定地周辺イメージについて

　　3）災害モニュメントの事例の紹介（東北大学 佐藤翔輔）

・検討事項
　　1）プロポーザル特記仕様書及び実施要領について

　　2）先進自治体への視察について

　　3）今後のスケジュール

4 平成29年2月8日 先進地視察 ○ 塩竈市，多賀城市，名取市への視察

6 平成29年3月29日
事業者審査委員会
（企画提案プレゼンテーション）

○

・事務局説明（審査の進め方、審査基準について）
・プレゼンテーション　5社　各20分

・講評・採点
・集計作業
・結果発表

表 2 東松島市における東松島市震災復興 

モニュメント検討委員会に関連する流れ 

表 1 基礎自治体が建立した宮城県内の 

震災モニュメント（2017 年 6 月現在，東松島市を除く） 

自治体名 塩釜市 名取市 多賀城市

建立時期 平成25年3月11日 平成26年8月11日 平成27年3月11日

設置場所
塩竈市海岸通り13

（イオンタウン塩釜　北側
千賀の浦緑地）

名取市閖上　日和山 JR仙石線　多賀城駅前

入札方式 公募型プロポーザル方式 公募型プロポーザル方式 公募型プロポーザル方式

高さ
4m80cm

※市内の津波最大浸水高

8m40cm

※現地津波浸水高

4m60cm

※市内津波最大浸水高

主な材質 白御影石製 白御影石製
白御影石製

（一部ステンレス）

事業費 約2,000万円 約1,000万円 約2,500万円

コンセプト等
太平洋の日の出をイメージした「日
の出石」が、4本の石塔「昇る太陽

の塔」へと描かれる。

犠牲になられた方が天に昇ってい
くイメージとともに、震災を克服し、
復興に向けた決意を新たにする気
持ちを込めた、「種の慰霊碑」から
発芽した「芽生えの塔」が上へ上
へと伸びていく姿を表現。

国の重要文化財「多賀城碑」が納
められている覆屋（おおいや）の格
子のイメージ。
重なり合う2つのアーチが世代、時

を越えて途切れることなく、震災の
「記憶」を伝えていく願いを表現。

メッセージ等

自然の力を　心に刻み

未来を見つめ　塩竈に生きる

（日の出石表面）

亡き人を悼
いた

み　故郷を想う

故郷を愛する御霊
みたま

よ　安らかに

（市民からの公募）

隣接した表示板に、「震災の概要」
「モニュメントの説明」「防災未来都
市宣言」を表示
※メッセイジなし

芳名

（日の出石裏面）犠牲になられた
方々への御芳名が刻まれている。
「犠牲者65名」に対し、記されてい

るのは46名。（関連死等）

慰霊碑左右の芳名板に、市内で
犠牲になられた944人の芳名を記

している。

石柱に観音開き出来る扉が設置し
てあり、中に犠牲になられた188名

の芳名プレートを格納。

設置業者 スギサキ彫刻工房（角田市） スギサキ彫刻工房（角田市） 株式会社サイト（本社：福岡県）
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パーク内には，2016年10月にオープンした震災復興

伝承館や震災遺構（旧野蒜駅プラットフォーム）と

一体的に整備される．第1回委員会では，モニュメン

ト関するフリーディスカッションと，事後に意見を

収集するアンケートも行われた． 

平成29年（2017年）1月12日に開かれた第2回の委

員会では，第1回のフリーディスカッションと事後の

アンケートのとりまとめ結果のほか，第1回でも報告

された震災復興メモリアルパークの整備事業の説明

がなされた．さらに，学識参加者から，東日本大震

災以外の被災地で建立されたモニュメントの事例紹

介がなされた．この後，震災復興モニュメントを設

計・施工する事業者を選定するためのプロポーザル

について市から提案がなされ，委員より異論が大き

くないことが確認された．最後に，先進自治体への

視察と今後のスケジュールが確認された． 

 2月8日には，塩竈市，多賀城市，名取市で建立さ

れたモニュメントの視察が行われた（写真1）．各視

察地においては，各市担当者（2-3名）もしくは詳し

い者が同席し，視察した東松島市側の委員の質問に

答える形式がとられた．視察の後，委員から意見を

収集するアンケートが行われた． 

 3月29日に，同モニュメントを設計・施工する事業

者を選定する審査会が開かれた（写真2）．最終的に

5社から提案があり，各社説明10分，質疑応答10分の

プレゼンテーションが行われた後，委員による採点

を経て，設計・施工事業者が選定された．各社のプ

レゼンテーションを受けて，委員相互によるフリー

ディスカッションの後，審査用紙記入による採点が

行われた． 

 

４．委員の発言に見る震災復興モニュメントの「視

点」 

 3章で示したように，第1回検討委員会（フリーデ

ィスカッション，アンケート），視察（アンケート），

事業者審査委員会（フリーディスカッション）にて，

委員の「意見」をテキストデータとして得ている．

なお，第2回検討委員会は，情報の提供や事業の仕様

の確認が行われたのみであり，委員からの意見はな

かった．これらの意見を2章で示した内容分析の方法

によって分類し，得られたラベルを震災復興モニュ

メントに対する「視点」として考察を進めていく． 

 図2に委員の発言の視点の件数を降順で，表3にそ

れを各プロセスに分けて内訳を示す．意見は全部で

81件となった．図2では，発言者の立場（市民，行政，

学識）の内訳も示している．参加人数が最も多く，

かつ主要なステークホルダーである市民が61件

（75.3％）と最も多く，行政は18件（22.2％），学識

は2件（2.5％）となっている．学識の意見が最も少

ないのは，委員からの疑問や相談への応答，過去の

被災地での知見を提供することが委員会内での学識

の位置付けであり，意見を積極的に述べる立場では

なかったためである．委員1人当たりの発言数に着目

すると，市民は8.7件（7名），行政は6.0件（3名），

図 1 東松島市震災復興メモリアルパーク整備事業の

計画（2016 年 12 月時点） 

写真 1 先進地視察の様子（写真は多賀城市） 

写真 2 事業者審査委員会の様子 
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学識は2.0件（1名）であり，検討プロセスにおいて，

市民が多く議論に貢献していることが分かる． 

 図2と表3に示した「視点」ごとに，その内容を実

際の意見と併せて以下に述べる． 

1）設置場所（15件）：視察と審査会で出た意見であ

る（表2）．これは，初めて意見が出た視察の影

響が大きい意見である．視察において，モニュメ

ントが建立されている「設置場所」が3市で大き

く異なることが目視され，設置場所がもたらす来

訪者へのアクセスのしやすさ，騒音等に委員の関

心が集まったためと考えられる．さらに，モニュ

メントの建立場所が，市内で1箇所であることへ

の疑問に関する意見もあった．東松島市は，旧

町・旧村が過去に合併したこともあり，主に赤井

地区（旧赤井村），大曲地区（旧大曲村，のちの

旧矢本町の一部），矢本地区（旧矢本町），小野

地区（旧小野村），野蒜地区（旧野蒜村），宮戸

地区（旧宮戸村），大塩地区（旧大塩村，のちの

旧矢本町の一部）といった地区割が存在する．こ

の度，震災復興モニュメントが建立される震災復

興メモリアルパークは野蒜地区であり（図2），

それ以外の被災エリアにないことに意見する内

容のものもあった（例：「塩竈市と多賀城市では，

繁華街に建立されており，静かに手を合わせるこ

とができない．（行政）」「塩竈市や多賀城市は，

人がたくさん行き来する場所にあって良い（市

民・自治会，女性）」「野蒜地区に建立されるの

で，大曲地区や矢本地区の人達（遺族）は，果し

てどれ位の人がその地に行くのかな？と少し疑

問に思いました（市民・遺族，女性）」「（塩竈

市のモニュメントは）主要道路のすぐわきにある

ため，車の音が気になった．（市民・芸術，男性）」） 

2）周辺環境との関係・導線（11件）：主に視察にお

いて出された意見である．モニュメントは，震災

復興メモリアルパーク内に設置されることもあ

り，公園広場や周辺施設（駅，駐車場）との関係

やモニュメントまでの導線について言及する意

見があった．（例：「（多賀城市の例を見て）公

園と調和して，人が自然な形でモニュメントに集

まり，イベントも楽しめる感じがした．（市民・

自治会，男性）」「碑を取りまく広場や関連施設

（駅，公園，交通広場など）の導線に配慮して欲

しい（市民・遺族，女性）」） 

3）維持管理主体・方法（8件）：主に第1回委員会で

出た意見で，管理の主体や方法に関する質問が，

市民から行政の方にあったものである．（例：「管

理は誰がするのか（市民・遺族，女性）」「せっ

かく設置するのであれば，行き届いた管理により，

綺麗に使っていただけるようにしてほしい．（市

民・遺族，女性）」） 

4）芳名を記載する方法（7件）：いずれの会合でも

出された意見である．遺族の意向（表面に出す・

出さない）や震災関連死の影響で後から追加でき

る形式が望ましいという意見があった，（例：「刻

名について，遺族によっては，碑の表面に刻んで

欲しくないという声もある（行政）」「震災関連

死で，後から名前を追加する必要があるため，石

に刻む形式はふさわしくない（市民，男性）」「芳

名の掲載漏れ，順番等，隣接している芳名同士の

関係，など後々の様々なリクエストに応えられる

必要がある（行政）」） 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

設置場所

周辺環境との関係・導線

維持管理主体・方法

ご芳名の方法

碑刻文・内容

外装・デザイン

耐用年数（使用年数）

周辺住宅への配慮

献花台の有無

設置方向

碑の材質

周辺施設の整備

ライトアップ

バリアフリー

解説板

件数

発
言
の
視
点

住民 行政 学識

図 2 委員の発言の視点（立場別） 

表 3 委員の発言の視点（プロセス別） 

視点

第1回

検討
委員会

視察 審査会 計

維持管理主体・方法 7 0 1 8

周辺住宅への配慮 3 0 2 5

周辺環境との関係・導線 0 6 5 11

外装・デザイン 0 4 2 6

碑の材質 0 3 1 4

設置場所 0 6 9 15

芳名を記載する方法 2 2 3 7

碑刻文・内容 1 2 3 6

耐用年数（使用年数） 0 0 5 5

設置方向 0 1 3 4

献花台の有無 2 2 0 4

周辺施設の整備 1 1 0 2

ライトアップ 2 0 0 2

バリアフリー 1 0 0 1

解説板 0 1 0 1

計 19 28 34 81
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5）碑刻文・内容（6件）：視察や審査会で出された

意見で，碑刻文・内容に関するものである．（例：

「（視察で実物を見て）刻文鮮明に欠けていた（市

民・芸術，男性）」「（多賀城市で）碑のメッセ

ージは市民から公募し，応募数も50 件を超えた

と聞き市民の思いを感じた（市民・自治会，女

性）」） 

6）外装・デザイン（6件）：主に視察において出さ

れた意見で，モニュメントの外装やデザインに関

するものである．（例：「（多賀城市の例を見て）

『お墓を連想するデザインとしない』という構想

に納得できた（市民・遺族，男性）」「（多賀城

市の例を見て）『全体として格調高く』という構

想に納得できた（市民・自治会，男性）」） 

7）耐用年数（使用年数）（5件）：主に審査会で出

た質問・疑問で，モニュメントの材質の耐用年数

に関するものである．（例：「1000年持たせられ

るか？」「適当な耐用年数は何年か？（市民・自

治会，男性）」） 

8）周辺住宅への配慮（5件）：第1回検討委員会や審

査会において出た意見で，モニュメントの周辺エ

リアが住宅街であることから，防犯・騒音・見た

目に関して出たものである（例：「周辺に住宅も

ありお住まいの方もいるので，（線香などの）火

気は好ましくない。（行政）」「（プレゼンテー

ションにて，『鐘を付ける』という提案があった

のを受けて）周辺が住宅なので，遺族の気持ちも

あり，鐘はよくないと思う（行政）」 

9）献花台の有無（4件）：第1回検討委員会と視察に

おいて出た意見で，献花台の必要性に関するもの

である．（例：「（清掃・管理のことを踏まえ）

献花台は必要ないのでないか（市民・遺族，男性）」

「献花台がなくても花を置いていく人もいるの

で，設置すれば綺麗にお供えしていただけるので

はないか（市民・自治会，男性）」） 

10）設置方向（4件）：主に審査会で出た意見で，モ

ニュメントの設置方向，言い換えれば「拝む方向」 

に関するものである．（例：「海の方を見て手を

合わせるのがよいと考えている（行政）」「拝む

方向はどっちでもよくて，拝む心があればいいの

です（市民・自治会，男性）」 

11）碑の材質（4件）：主に視察において出た意見で，

主に多賀城市の例を見て「石」以外の材質でもよ

いと思えた」という趣旨の意見が多い．（例：「耐

久性を考えると石の方が良いと思っていたが，ス

テンレスでも問題ないことが分かった（市民・芸

術，男性）」「ステンレスだと，曲線等も石にく

らべ表現しやすいと思った（市民・遺族，男性）」） 

12）周辺施設の整備（2件）：第1回検討委員会と視

察において出た意見で，トイレや休憩所の必要性

図 5 東松島市震災復興モニュメントの設置場所

（2017 年 6 月現在） 

裏面（海側）

表面（内側）

図 4 東松島市震災復興モニュメントの 

デザインイメージ（2017 年 6月現在） 
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図 3 事業者選定の結果 
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に関するものである．（例：「亡くなられた方だ

けではなく，震災について知りたいとここに訪れ

る人や，足の不自由な人も行けて，少し休める場

所をつくるなど，そういった配慮が必要（市民・

自治会，男性）」） 

13）ライトアップ（2件）：第1回検討委員会におい

て出た意見である．（例：「点灯（消灯）時間な

ど，工夫すれば照明については有効かと思う（行

政）」） 

14）バリアフリー（1件）：第1回検討委員会におい

て出た意見で，バリアフリーの必要性に関するも

のである．（例：「足の不自由な人などへの配慮

について早速反映させたい。（行政）」） 

15）解説板（1件）：視察において出た意見で，解説

板の内容に関するものである．（例：「（多賀城

市の例を見て）解説板もあまり大きくなく丁度よ

い（市民・遺族，男性）」） 

1）設置場所，2）周辺環境との関係・導線，3）維

持管理主体・方法は，出された意見の数が多い上位3

つとなっている．このように主要な意見であったに

もかかわらず，いずれもモニュメントを含む震災復

興メモリアルパーク全体の設計・運用に関わる意見

であることから，同委員会での議論の範疇を超えて

いる．このことは，震災復興メモリアルパーク全体

の基本構想の段階で，市民参画の形式をとるべきで

あったことを示唆している． 

また，表2から，視察と審査会におけるフリーディ

スカッションが，有益であったことが分かる．他の

被災地の「実物を見る」，審査会において「具体的

な提案を聞く」ことで，意見の数や視点が増加した

と考えられる．他の被災地の事例を知ることと，審

査会においても，委員相互で議論することの重要性

が示されている． 

 

５．選定結果 

 審査は，1）類似業務の実績，2）業務執行体制，3）

業務遂行に関する考え方（2項目：目的・条件・理解

度．スケジュール），4）特定テーマに対する技術案

（4項目：犠牲者への追悼，震災の記憶と教訓の伝承，

国内外への支援への感謝，復興まちづくりへの実現），

5）企画提案書全般（地域活性化への寄与，防災意識

の醸成への寄与，維持管理・ランニングコストへの

配慮）の項目で行われた．1）～3)が10点×4項目，4）

と5）は20点×7項目，6）価格点の20点の全13項目・

200点満点を採点する形式で行われた． 

審査における採点結果を図3に示す．市民，行政と

もC社への採点結果が最も高く，また，全体平均値

も高かったことから，C社の提案が採択された． 

図4に，選定されたC社のモニュメント提案を示す．

本提案について，前章で示した「視点」ごとに考察

を行う．なお，1）設置場所，3）維持管理主体・方

法については，委員会設置前から，震災復興メモリ

アルパーク内にモニュメントを設置することが決定

しており，この段階での変更はなかったため，それ

以外の項目について，考察を行う． 

2）周辺環境との関係・導線：震災復興メモリアルパ

ークの入口が海側にあることから，モニュメント

のエリアも海側から入る方がスムーズに入れる．

一方で，後述する10）設置方向（拝む方向）にお

いては，海側方向を見て手を合わせる必要との意

見があったことから，設置方向が優先されたもの

の，その後の調整でモニュメントまでの導線を確

保する舗装が計画された． 

4）芳名を記載する方法：多賀城市と同様に，モニュ

メント内部に格納する，かつ設置後の移動・追加

ができる形式が採用された（図5）．芳名板（も

しくは芳名帳）をモニュメント内に格納したり，

移動・追加可能な形式のものは，他の事業者の提

案にもあったが，いずれの形式も満たしていたの

はC社のみであった．4章で述べたように，芳名の

方法は委員の高い関心を示しており，審査に大き

く影響したと考えられる．なお，格納された方銘

板は，モニュメントの表面下部がスライドするこ

とで閲覧することができるようになっており，閲

覧者を遺族に限定したり，閲覧日を東日本大震災

が発生した3月11日に限定するなどの措置がとら

れる予定である． 

5）碑刻文・内容：碑文はモニュメントの表面・中央

部に刻まれる予定である．現状案は，「鎮魂・復

興・感謝 東松島一心」となっている．2017年6

月現在では，碑文を一般公募する予定はない． 

6）外装・デザイン：軸となる柱の中心から，左右対

称に広がるようにデザインされた．水平で均整し

た形状にしたのは，穏やかな海をイメージされた

もので「平穏な日常を誰もが安心して過ごせるよ

うに」という思いが込められている．モニュメン

トの中央部分は，波模様が施されており，頂点が

津波到達高の3.7ｍとなっており，「津波」がイ

メージされている． 

7）耐用年数（使用年数）：提案においては，特段，

耐用年数については言及されていない． 

8）周辺住宅への配慮：当初，原案では，中央部モニ
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ュメントに「鐘」が取り付けられる提案がなされ

ていた．第1回委員会や視察での意見にもあった

ように，モニュメントが建立されるエリアは，周

辺が住宅地であることから，騒音問題になり得る

可能性を除去するために，最終デザインとして

「鐘」部分を採用しないこととなった． 

9）献花台の有無：モニュメントの表面下部の中央部

に献花台が用意されることなった．委員会や視察

では，清掃等の管理の問題から，不要との意見も

あったが，たとえ献花台がなくても献花がなされ

る可能性が高いことから，献花台を設置すること

できれいに使ってもらうことが意図された． 

10）設置方向：モニュメントの表面は内陸側を，裏

面は海側を向き，海の方向に向かって手を合わせ

る方向で設置される．これは，委員会，審査会で

出た意見の通りである． 

11）碑の材質：委員会や視察では，石以外の素材に

も関心が至ったが，5社の提案はいずれも石材で

あった． 

12）周辺施設の整備：休憩所の必要性について意見

がなされたことを受け，モニュメントのエリア内

にベンチが設置されることなった． 

13）ライトアップ：D社から，ソーラーパネルを活

用したライトアップの提案があったものの，C社

からの提案にはなく，C社に決定した上で，ライ

トアップを追加して欲しいという委員からの要

望はなかった． 

14）バリアフリーおよび15）解説板：モニュメント

の両端にある「解説板」は，張り出し部になって

おり，その下に空間を設けて，車椅子の訪問者で

も見やすい設計になっている． 

以上を見て分かるように，検討委員会での意見・

議論が，C社の提案が採用された理由に大きく影響

していることが分かる． 

 

６. おわりに 

本研究では，東松島市震災復興モニュメント検討

委員会における震災モニュメントの検討プロセスの

参与観察やプロセス中に出された委員の意見の分析

を通して，プロセスの全体像やそこに見られる知見

を明らかすることを試みた．その結果は，次のよう

にまとめられる： 

1） 東松島市震災復興モニュメント検討委員会にお

いては，モニュメントを設計・建立する上で，

次の 15 項目が関心事となり，議論の焦点となっ

た．1）設置場所，2）周辺環境との関係・導線，

3）維持管理主体・方法，4）芳名を記載する方

法，5）碑刻文・内容，6）外装・デザイン，7）

耐用年数，8）周辺住宅への配慮，9）献花台の

有無，10）設置方向，11）碑の材質，12）周辺

施設の整備，13）ライトアップ，14）バリアフ

リー，15）解説板． 

2） 上記のうち，1）設置場所，2）周辺環境との関

係・導線，3）維持管理主体・方法は，同検討委

員会が設置される前に決定していたこと，もし

くは委員会外で検討されることであった．震災

復興モニュメントが建立される場合には，そも

そもの場所，周辺状況，維持管理のあり方も関

連する事項であるため，それらを検討する段階

から市民参画を得る方法も一つの手段である． 

3） 委員となった市民からは，多くの意見が出され，

審査会におけるモニュメント（事業者）の選定

においても大きな影響を及ぼしていた．参加委

員は，特に芳名の方法に強い関心をもち，視察

を踏まえてイメージされた芳名方法を唯一提案

したプロポーザルが選定された． 

 本稿では，東松島市を事例にして，震災復興モニ

ュメントを検討するプロセスを考察した．今後は，

東日本大震災を含め，他の事例のプロセスならびに

本稿で示した「視点」を整理し，災害モニュメント

の検討・建立のプロセスに有用な知見を追加してい

きたい． 

 さらに，実際に建立された（1）後における市民や来

訪者のモニュメントに対する評価についても調査，

分析を行い，今般の委員会が果たした効果や課題に

ついて明らかにしていきたい． 

 

補注 

(1)同モニュメントは，2017年11月5日に完成した．

実際に建立されたモニュメントを写真3に示す． 

写真 3 実際に建立された 

東松島市震災復興モニュメント 

（2017 年 11 月 5 日，東松島市「震災復興メモリアル

パーク（東日本大震災復興祈念公園）」の完成式典にて，

筆者撮影） 
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