令和２年11月25日公開分

展示の制作、運営方法に対する意見等への対応

＜展示運営について＞
御意見，御質問

対応方針

回答者

・月曜日休館とあるが，日・月で旅行する人もいる。月曜日休館が
本当に最適か，どのような検討をしたのか教えて欲しい。
・休館日に年末年始（12月29日から1月4日まで）とあるが，長すぎ
・休館日については他の施設を参考に設定しましたが，公園全体の 宮城県
るのではないか。
話でもあるので，ニーズに応じて対応して参ります。
震災復興推進課
・休館日が月曜日であることは，他の伝承施設と右にならえのよう
に聞こえる。沿岸部の伝承施設は月曜日全て休みになってしまうの
で，この辺り考えていただきたい。

・施設見学に当たっては通常1時間程度，急ぎで30分程度を想定し
・施設内の案内はどのくらいの時間が必要か。近隣施設との見学の
宮城県
ています。多くの方が来場された場合，どのように見学するかは，
マッチング等はどのようになるのか。
震災復興推進課
今後，石巻市や公園事務所と検討して参ります。

・誰がどのような情報発信を行うのか。
・団体予約調整はどのようなことを想定されるのか。

・今後検討して参ります。

宮城県
震災復興推進課

・ウェブサイトはいつ頃立ち上げるのか。
・情報発信が追いついていない面が見受けられる。教育旅行に関し
ては，1年前，2年前からの案内は必要。修学旅行に対するコースづ ・展示の供用開始時には閲覧出来るよう可能な限り対応して参りま 宮城県
くりがこれからの一番の課題となる。資料等をどんどん見せてもい す。
震災復興推進課
い，今年度中にオープンするという事であれば，4月以降の旅行を
検討されている学校に案内していった方がいいのではないか。

・仕様については現在検討中ですが，確実に展示解説出来る方々を
年齢・性別等限定せず，幅広く対応出来ればと考えています。ま
・運営に参加したいと思ったときの条件はどうなるか。運営団体構
た，石巻市の方に限らず，震災伝承に関心がある方も幅広く募集で
成については1団体では対応出来ず，複数団体で対応しなければな
宮城県
きればと考えています。
らない場合もある。どのような団体がどういう運営をしてほしいと
震災復興推進課
・フロア業務については業務委託を考えています。県が直接雇用す
いう，県としての希望を教えて欲しい。
るのではなく，団体や企業に業務を委託することを想定しておりま
す。

・運営体制の説明の中で，人員を10名配置するとあったが，10名の
・解説員は10名の中に含みます。人員の内訳としては，執務室3
中には解説員も含まれているのか。
名，フロア業務7名として常時の人数として想定しています。
・人員を10名配置するとあったが，これは1日辺りの人数なのか。

・展示解説員に外国語対応等の制約はあるのか。

宮城県
震災復興推進課

・外国語の対応が出来る解説員は望ましいですが，委託業務の要件 宮城県
とすることについては検討中です。
震災復興推進課

・研修はオープン前に実施し，内容については県内の伝承施設の見
・解説員は宮城県全体の説明が出来る人でなければならず，養成や
学や震災の正しい知識を得るための座学を予定しています。研修時 宮城県
研修が必要であると思うが，どのような人が説明するのか，どのよ
期についてはオープンの1～2ヶ月前の実施を考えています。なお， 震災復興推進課
うな研修を予定しているのか。
研修実施者については検討中です。
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令和２年11月25日公開分

展示の制作、運営方法に対する意見等への対応
＜展示運営について＞
御意見，御質問

・展示解説員の研修期間が1～2ヶ月というのは短いのではないか。
県を代表する施設となるので，展示解説だけでなく幅広く寄せられ
る質問に対応する必要があると思うので，1～2ヶ月の研修でカバー
するのは非常に厳しい。

対応方針

回答者

・研修期間に関しては，施設の供用開始時期や検討の時期を考慮す
ると1～2ヶ月を考えております。ただし，1～2ヶ月の研修だけでは 宮城県
なく，施設オープン後も適宜，研修の機会を設けられるよう検討し 震災復興推進課
て参ります。

・研修に当たっては，県内の施設の見学だけでなく，先行してオー ・御意見として承ります。今後，研修の検討に当たっての参考とし 宮城県
プンしている他県の施設見学が必要。
ます。
震災復興推進課

・研修実施者は有識者なのか，現地で震災伝承活動を行っている方 ・今後検討して参ります。御意見や御提言をよろしくお願いしま
なのか，イメージとしてどの辺りまで考えているのか。
す。

宮城県
震災復興推進課

・解説員養成研修の実施主体は県なのか，委託事業者なのか。

・研修の実施主体については，県または委託事業者のいずれかで検 宮城県
討中です。
震災復興推進課

・研修カリキュラム，研修指導側の準備は誰が行うのか。

・カリキュラムの作成は県で行うものと考えています。有識者や皆 宮城県
様の意見を参考としながら作成して参ります。
震災復興推進課

・来館者から「語り部の話を直接聞きたい」「伝承プログラムを実
・伝承団体の案内・紹介とはどういった団体をどういった方向で案
宮城県
施している団体を知りたい」等の質問に対して，県として知り得る
内・紹介をする想定なのか。
震災復興推進課
情報をお伝えすることを想定しています。

・県が紹介する団体の情報はどのように把握するのか。

・県内で活動している団体等への定期的な連絡を通して，取組の把 宮城県
握に努めて参ります。
震災復興推進課

・来館者に対するコロナウィルス感染症対策は。

・形式については検討中ですが，必要な対策を取って参ります。

宮城県
震災復興推進課

・この施設は壁がなく天井があいていると聞いているが，電話や取
材，問い合わせ等により，事務室での応対によって音が漏れて，施 ・電話の音等については，実態としてそのような弊害があると認識
宮城県
設見学の雰囲気を阻害してしまうのではないか。施設の雰囲気を守 しております。電話受付の場所を別の場所にする等，いただきまし
震災復興推進課
ることと，施設内の事務スペースとの兼ね合いはどのように考えて た御意見を基に，今後工夫して参ります。
いるか。

・南浜の施設はプラットフォームの様な施設であるから，各地に散
らばる伝承施設等と連携したものにしたい。これからも意見のやり
とりをしていきたい。
・県内に震災伝承に関わる団体は点在している。これらの団体を中
核的施設をメインに盛り上げていきたいと考える。そのような団体
と行政も含め，交流できるような，その交流の中でアイディアが生
まれるような場になればと思う。施設がオープンしてからも集える
ような場であって欲しい。

・今年度から，県で震災伝承活動推進研修事業を実施しており，そ
の事業を通して，団体間の交流を図ることが出来ればと考えており 宮城県
ます。次年度に向けても，交流が図られるような仕組みづくりを考 震災復興推進課
えたいと思います。
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令和２年11月25日公開分

展示の制作、運営方法に対する意見等への対応
＜展示運営について＞
御意見，御質問

・館内での物販はあるのか。

・防災関係の書籍や防災グッズの販売は行わないのか。

対応方針

回答者

・現在検討中です。展示エリアは飲食禁止となっていますが，思い
国土交通省
致す場については飲食が出来るスペースを設けられないか検討して
東北地方整備局
います。また，館内での自動販売機の設置や献花の花の販売の検討
東北国営公園事務所
を始めているところです。

・御意見を参考に検討して参ります。

国土交通省
東北地方整備局
東北国営公園事務所

・公園として相乗効果を図るという意味で，近隣施設にないものを 国土交通省
・物販については近隣施設と連携し，それらの物販と重ならないよ
補完することはあるが，重複して周りに影響を与えないよう調整し 東北地方整備局
うにして欲しい。
て参ります。
東北国営公園事務所

＜思い致す場について＞
御意見，御質問

対応方針

・思い致す場においては，市民の方々にも関心を持ってもらえる企
・御意見を参考に検討して参ります。
画をお願いしたい。

・思い致す場について，どのような使用を想定しているのか。特
に，3月11日においてはどのように使うのか。

回答者

国土交通省
東北地方整備局
東北国営公園事務所

国土交通省
・たとえば、3月11日に震災関係のシンポジウムを行うこと等を想
東北地方整備局
定しています。
東北国営公園事務所

・思い致す場については，県内自治体のパネル展示や企画展等を実
国土交通省
・思い致す場は国で運営することとしていますが，展示運営を行う
施するとのことで，大切な場所であると考える。企画展の実施や運
東北地方整備局
県とも連携して取り組んで参ります。
営について，誰が業務を担うのか，しっかり位置付けて欲しい。
東北国営公園事務所

国土交通省
・思い致す場の運営については，展示解説を行っている職員が行う
・公園の管理業務の一環として，思い致す場を運営して参ります。 東北地方整備局
のか。
東北国営公園事務所

・避難訓練については，公園に関わる市民活動団体等，公園に関わ ・展示運営と公園管理で連携して行うことは大事だと考えていま 国土交通省
る全ての人たちが合同で訓練が行えたら良いと思う。避難方法や場 す。折々のタイミングで危機意識を共有できるような取り組みを考 東北地方整備局
所等は皆で共有した方がよい。
えて参ります。
東北国営公園事務所
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令和２年11月25日公開分

展示の制作、運営方法に対する意見等への対応
＜国の展示内容について＞
御意見，御質問

対応方針

回答者

・西側展示通路に公園の概要を説明するパネルを設置するとある
国土交通省
・現在取り組んでいただいている森づくりに関して，植生のダイナ
が，森づくりで時間をかけてこうなっていきますよということも盛
東北地方整備局
ミズムの要素も盛り込んでいきたいと考えています。
り込んで欲しい。
東北国営公園事務所

・展示については県と調整して重複しない内容として参ります。県
・県の展示も国の展示も客観的に津波の恐ろしさを伝えるとしてお の展示はデジタル端末を中心とした展示であり，国が小展示室で展 国土交通省
り，内容がかぶっている感じも見受けられる。相乗効果を狙っての 示するのは，直接視覚的に訴えられるような大型の写真や被災現物 東北地方整備局
ことなのか，この辺りの説明をいただきたい。
等を展示し，被害の生々しさを伝えられるような展示としたいと考 河川計画課
えています。

・国が整備する展示のなかの被災現物のバックストーリーは。
・展示する被災現物は市民の方々から寄せられたものではなく，国 ・展示物については現在検討中です。
で所有しているものなのか。

国土交通省
東北地方整備局
河川計画課

・被災現物はこれからも増えていく可能性もあるのか。

国土交通省
東北地方整備局
河川計画課

・可能性はあります。

国土交通省
国の展示説明については、今のところ解説員を置いて説明を行う予
東北地方整備局
定はありませんが，県と調整しながら検討して参ります。
広域計画課
・施設内には県の展示と国の展示があるが，県の展示解説員が国の
展示解説も行うのか。国の展示には別に解説員を置くのか。
国の展示との必要な連携を図って参ります。

宮城県
震災復興推進課

＜公園について＞
御意見，御質問

対応方針

回答者

・公園のオープン日については日にちは未定ですが，年度内にオー 国土交通省
・公園の開園は3月とのことだが，いつか。3月11日より前には開園
プンすることで関係者内で調整しております。開園日は日にちが決 東北地方整備局
させていただきたい。
まり次第お知らせいたします。
東北国営公園事務所

・どのようなイベントを行っていくか検討中ですが，防災意識を高
国土交通省
・追悼行事について，公園・施設・展示と，どのように組み合わせ めていただくようなイベントを公園の中で行っていくことも考えら
東北地方整備局
てやっていくのか。
れます。活動している団体等と連携し，公園に多くの人が訪れるよ
東北国営公園事務所
うなものを考えていきたいと思います。

国土交通省
・石巻市でも公園内に慰霊碑を整備すると思うが，3月11日にどの ・開園時期については、関係機関で調整中ですが、年内にはお知ら
東北地方整備局
ような使われ方がされるのか想像が出来ない。その辺りはどうか。 せできると思います。
東北国営公園事務所
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令和２年11月25日公開分

展示の制作、運営方法に対する意見等への対応
＜公園について＞
御意見，御質問

対応方針

回答者

・公園完成までには公園からの避難誘導看板の設置を行います。公
国土交通省
避難誘導に関する表示について，地面の塗装だけでは分からないの 園から公園外に避難誘導する看板，公園外から避難場所に誘導する
東北地方整備局
で，一目でわかるものを早急に整備していただきたい。
看板がありますが，国と石巻市で連携して，連続して避難できるよ
東北国営公園事務所
うに手当てして参ります。

国土交通省
・閉園時間が過ぎた場合は園内に入れなくなるのか，閉園後も自由 ・公園駐車場は閉園時間に車止めを上げて閉鎖し，公園内施設も施
東北地方整備局
に入れるのか。
錠します。
東北国営公園事務所
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