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① 山元町 新坂元駅周辺地区「新市街地まちびらき」 

② 南三陸町旧防災対策庁舎保存工事 完成 

③ 「南三陸町さんさん商店街」本設店舗オープン 

④ 大島架橋本体架設 

⑤ 国道 398号「戸倉・波伝谷復興道路」 開通 

⑥ 北上運河河川災害復旧工事 完成 

⑦ 山元町災害公営住宅 全戸完成 

⑧ 都市計画道路「大手町下増田線」 開通式 

⑨ 菖蒲田地区海岸 復旧状況 

⑩ 女川町「ハマテラス」完成・津波復興拠点事業完了 

⑪ 国道 398号「新北上大橋」 完成 

⑫ 西浜防潮堤災害復旧（その 1）工事 完成 

⑬ 仙台空港民営化開始 
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「東日本大震災６年目の記録」発刊に寄せて 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災から６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

の職員の取り組みと、国や他の都道府県、市町村、関係機関・団体などの方々

の温かいご支援に深く感謝申し上げます。 

平成２８年度は、国が定める５年間の「集中復興期間」が終了し、新たに地

方負担の制度が組み込まれた「復興・創生期間」がスタートする年であり、宮

城県震災復興計画では「再生期」３年目ということで、１０年計画の折り返し

１年目となる節目の年度となりました。土木部では「復興・創生 加速化 実感

年」と銘打ち、復旧・復興の進捗をより多くの県民の皆様にお示しすることを

心がけて事業を進めてきました。その結果、災害公営住宅の整備は大きく進み、

甚大な被害を受けた沿岸部の防潮堤や河川堤防の復旧は工事の最盛期を迎えて

いるところです。特に災害公営住宅が全戸完成した山元町での「まちびらき」

や北上運河河川災害復旧工事の完成、大島架橋本体の架設などのほか、多くの

箇所が完成してきており、県民の皆様に復旧・復興の姿を実感していただける

ようになってきていると感じております。 

平成２９年度は「再生期」の最終年度となることから、来るべき「発展期」

を見据え、復旧・復興のさらなる加速化により、被災地域の再生を県民及び被

災者の皆様に確実に実感していただける年にしていきたいと考えております。 

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。その取り組みの一つとして「東日本大震災６年目の記録」を

編集いたしました。今後も復旧・復興の取組みを記録し、県内外に発信してい

きたいと考えております。この記録誌が、本県のみならず、他の自治体等、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、職員が一致団結し東日本大震災からの復旧・復興へ取り組んで

まいりますので、今後とも引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。 

 

      平成２９年３月          

宮城県土木部長 遠藤 信哉  
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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・復興の取り組みについてまとめ，「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 

2 年目の記録 

（平成 25 年 3月発刊） 

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 

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 

3 年目の記録 

（平成 26 年 3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） 




