




「「東東日日本本大大震震災災１１００年年目目のの記記録録」」発発刊刊にに寄寄せせてて  

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災から１０年が経過し、被災地

での復旧・復興も目に見える形で進捗を実感できるようになりました。これまで

の職員の取組と、国や他の都道府県、市町村、関係機関・団体、地域の皆様の温

かいご支援に深く感謝申し上げます。 

令和２年度は「宮城県震災復興計画」の計画期間の最終年度であることから、

復興の総仕上げに全力で取り組んでおります。具体的には、大津波対策としての

防潮堤や多重防御施設等の整備をはじめ、みやぎ県北高速幹線道路などの防災

道路ネットワークの整備や、沿岸市町の復興まちづくりの支援など、「災害に強

いまちづくり宮城モデルの構築」を推進しております。また、宮城県広域防災拠

点の整備、仙台空港の運用時間延長に向けた取組や航空路線の拡充などの「創造

的な復興」に向けた事業を着実に推進するとともに、本県のさらなる飛躍に向け

て、県際・郡界道路の整備による交流人口の拡大や、産業の活性化に向けた港湾

機能の強化と利用促進、地域住民をはじめとする多様な主体と連携した社会資

本整備などにも積極的に取り組んでおります。さらには、みやぎ型ストックマネ

ジメント等に基づく公共土木施設の長寿命化対策や老朽化対策を、着実に推進

しているところです。 

さて、宮城県土木部では震災を風化させないとともに、今後発生する災害に備

えて震災の経験を後世に伝えていく「３．１１伝承・減災プロジェクト」を進め

ております。その取組の一つとして「東日本大震災１０年目の記録」を編集いた

しました。この記録誌が、本県のみならず、他の自治体、関係機関・団体におけ

る今後の防災・伝承・減災に少しでもお役に立てれば幸いです。 

これからも、職員全員が一丸となって県土整備のさらなる発展に向けて取り

組んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

            令令和和３３年年 33 月月                      

宮宮城城県県土土木木部部長長 佐佐藤藤  達達也也   
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 ― 東日本大震災 年次記録誌（宮城県土木部版） ― 

 

 

宮城県土木部では，平成 23 年度から，東日本大震災に関する部内各課（室）・

地方機関の復旧・復興の取組についてまとめ，「東日本大震災の記録（宮城県土

木部版）」として発刊しています。 

東日本大震災 

復興元年 半年の記録 

（平成 24 年 9 月発刊）

東日本大震災 

3 年目の記録 

（平成 26 年 3 月発刊） 

東日本大震災 

1 年の記録 

（平成 24年 3月発刊）

東日本大震災の記録 

（暫定版） 

（平成 23 年 9 月発刊） 

東日本大震災 

5 年目の記録 

（平成28年 3月発刊）

 東日本大震災 

4 年目の記録 

（平成 27 年 3 月発刊）

東日本大震災 

2 年目の記録 

（平成 25 年 3 月発刊）

東日本大震災 

6 年目の記録 

（平成 29 年 3 月発刊）

東日本大震災 

7 年目の記録 

（平成 30 年 3 月発刊） 

東日本大震災 

8 年目の記録 

（平成 31年 3月発刊）

東日本大震災 

9 年目の記録 

（令和 2年 3 月発刊）


