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東日本大震災復旧期の取組　記録誌

　東日本大震災の概要や「宮城県震災復興
計画」で定めた「復旧期（平成23～25年
度）」における取組などの記録を取りまとめ
たもの。

平成26年度 ○

http://www.pref.miyagi.jp/
site/ej-
earthquake/fukkyuuki-
kiroku.html

東日本大震災復旧期の取組　記録映
像

　東日本大震災の概要や「宮城県震災復興
計画」で定めた「復旧期（平成23～25年
度）」における取組記録映像を収集を行った
もの。

平成26年度 ○

東日本大震災再生期前半（平成26･27
年度）の取組　記録誌

　「宮城県震災復興計画」で定めた「再生
期」の前半（平成26～27年度）における取組
などの記録を取りまとめたもの。

平成28年度 ○

東日本大震災再生期前半（平成26･27
年度）の取組　記録映像

　「宮城県震災復興計画」で定めた「再生
期」の前半（平成26～27年度）における取組
記録映像の収集したもの。

平成28年度 ○

東日本大震災～宮城県環境生活部の
活動記録～

　東日本大震災発災時からの活動を振り返
り，また後世に伝えていくために，環境生活
部の活動記録を取りまとめたもの。

平成25年度 ○

http://www.pref.miyagi.jp/
site/ej-
earthquake/kansei-
shinsaikiroku.html

放射能情報サイトみやぎ

　県民の放射線・放射能の不安及び関心の
高まりに対応するため，より分かりやすい情
報発信のツールとして開設し，空間放射線
量率や農林水産物の測定結果など，県民
の関心が高い事項を中心に情報を一元化
して発信。

平成23年度 ○
http://www.r-info-
miyagi.jp/

災害廃棄物処理業務の記録
　東日本大震災で発生した膨大な災害廃棄
物について，県が受託した処理業務をまと
めたものを掲載。

平成26年度 ○

http://www.pref.miyagi.jp/
site/ej-
earthquake/gyoumukiroku
.html

東日本大震災に係る災害廃棄物処理
業務総括検討報告書

　東日本大震災で発生した災害廃棄物の
処理に関し，被災市町から事務の委託を受
けて宮城県が行った災害廃棄物処理業務
を検証するとともに，今後の大規模災害発
生時における災害廃棄物処理の在り方に
ついての提言をまとめた報告書を掲載。

平成26年度 ○

http://www.pref.miyagi.jp/
site/ej-
earthquake/houkokusho.h
tml

東日本大震災における災害廃棄物処
理シンポジウム開催結果

　東日本大震災により発生した膨大な災害
廃棄物（がれき）処理の経験を将来に活か
すべく行ってきた検証の報告と今後の災害
時における取り組み方を考えるシンポジウ
ムを開催内容を掲載。

平成26年度 ○

http://www.pref.miyagi.jp/
site/ej-
earthquake/symposium.ht
ml

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成26年度

平成27年度

東日本大震災～保健福祉部災害対
応・支援活動の記録～

　震災から概ね1年間における保健福祉部
の災害対応等について活動分野ごとにまと
めた記録誌。
　震災の教訓を今後の災害対応・対策に活
かしていくため，事実関係の記録のみなら
ず，そこから見えてきた課題や，今後の対
応方針を記載している。

平成24年度 ○

http://www.pref.miyagi.j
p/site/ej-
earthquake/daisinsaikir
oku-2.html

東日本大震災における子どもの心のケ
アに関する報告書

　震災から五年間のあいだ，子ども総合セ
ンターが行ってきた取組から得た知見と考
察をもとに災害と子どものメンタルヘルス対
策についてまとめたもの。

平成27年度 ○
http://www.pref.miyagi.jp/
soshiki/kodomo_s/kodom
okokorocareleaflet.html

３．１１ソレカラ
－障害者と福祉職員の「あの日」と「ソ
レカラ」－

　障害者や福祉職員の被災体験や復興過
程等を記録化し，ホームページに掲載。
※本事業では，これらをまとめたパネルを
マルシェ等地域イベントで展示し，障害者に
よる手作りグッズ等の販売等を行うことによ
り障害者が地域住民とふれあい，人と人と
のつながりづくりや生きがいを持つ機会を
創出することを目的としている。

平成28年度
～

○
http://www.miyagi-
selp.org/311sorekara/

http://www.pref.miyagi.jp/
site/kyousha/tebiki.html

http://www.pref.miyagi.jp/
soshiki/saisei/h28energyp
arkguidebook.html

宮城県

男女共同参画・多様な視点　みんなで
備える防災・減災のてびき

　東日本大震災の教訓を活かし「男女共同
参画・多様な視点　みんなで備える防災・減
災びてびき」を作成。当該てびきの他，解説
版や外国版（６言語）等も作成し，インター
ネットで公開している他，”てびき”を活用し
た講座も開催している。

みやぎ復興エネルギーパークガイド
ブック

　県内において、再生可能エネルギー等を
活用して地域の課題に向き合い、エコタウ
ンを形成する取組の中で、公共関与のも
の、県民が主体となって取り組む施設や取
組を抽出して、県全体を公園（パーク）と見
立てて紹介しているものであり、東日本大
震災からの復興を進める中で、自立分散型
エネルギーを導入した主な事例も取り上げ
ている。

復旧復興に係る記録誌等作成状況

○

○

資料６
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「東日本大震災～発災から一年間の災
害対応の記録～」

　震災の記録を風化させることなく，今後の
大規模災害対応に向けた参考とするため，
宮城県農林水産部の対応の記録をとりまと
めたもの。

平成25年度 ○
http://www.pref.miyagi.j
p/site/nourinsui/nousui
-kiroku.html

みやぎ農業農村復旧復興のあゆみ
　震災の記録の風化防止と今後の防災の
重要性を喚起するため、記録誌を作成して
全国に情報発信するもの。

平成25,28年
度

○
http://www.pref.miyagi.j
p/site/miyaginonougyo
nosonfukkyuufukkou/

東日本大震災からの復興　災害公営
住宅整備の記録（中間報告）

・将来発生が予測されている東南海地震等
大地震への対応を検討する一助となるよ
う，震災からこれまでの災害公営住宅整備
に関する取り組みの記録を作成。
・災害公営住宅整備の事業主体である市町
村の取り組み，国県等関係機関の関与，制
度創設・改正の経緯等を踏まえて整理。
・記録誌は，本編と資料編で構成し，別冊と
して，新聞記事を編纂。

平成27～28
年度

○

https://www.pref.miyagi.jp
/site/ej-
earthquake/seibinokiroku.
html

東日本大震災の記録（宮城県土木部
版）

　東日本大震災による未曾有の大災害につ
いて，土木部が，公共土木施設の被害状況
や部内各機関の初動対応，復旧・復興状況
などをとりまとめたもの。
震災後２年間は半年に１度，その後は年に
１度のペースで記録誌を作成。

平成23～25
年度

○

http://www.pref.miyagi.jp/
site/ej-
earthquake/indexjisinkirok
usi.html

東日本大震災 職員の証言（想い)

　東日本大震災による未曾有の大災害につ
いて，土木部職員，関係する他部局や支援
していただいた都道府県職員６１２名の体
験（そのとき，それから，これからの心境，
何をして，どう想ったのか）をとりまとめたも
の。

平成23年度 ○
http://www.pref.miyagi.j
p/soshiki/jigyokanri/sy
okuinsyougen.html

甦れみやぎの下水道～東日本大震災
からの復旧の記録～

　震災被害の概要及び対応。また査定から
復旧までの経過をとりまとめ，今後の下水
道業務に携わる方々に情報提供するため
に，過去の記録誌等を現行記録として統合
を目的として全流域下水処理場及び公共
下水処理場等の復旧経過を記した記録誌
を作成しHPに掲載

平成28年度 ○

https://www.pref.miyagi.jp
/site/ej-earthquake/75-
23-3-11jisin-
yomigaere.html

恵水不盡　東日本大震災からの復旧・
復興に向けた宮城県企業局の取組

　東日本大震災を検証し、その教訓を後世
に伝承するため、震災発生後の企業局の
対応状況や，今後取り組む方向性等につい
て取りまとめたもの

平成26年度 ○

http://www.pref.miyagi.jp/
soshiki/kigyo/kigyokyoku
higashinihondaishinsai.htm
l

心の復興記録集～東日本大震災を乗
り越えて～

  県内の小・中・高校生が，東日本大震災
からの5年間を振り返り，経験から学んだこ
とや実践してきたこと，現在の心境や今後
の生き方等について綴った作文106点を取
りまとめ，県教育委員会としては震災後初
めてとなる「心の復興記録集」として発刊。

平成27年度
http://www.pref.miyagi.j
p/site/gikyou-
kkr/recoveryalbum.html

東日本震災アーカイブ宮城

　東日本大震災に関連する記録・記憶（写
真・動画・冊子等）を収集・保存・活用・継承
すること，防災・減災対策や防災教育等に
関する効果的な利活用を図るため，県と県
内35市町村が連携・協力し，震災関連資料
をweb上で公開する「東日本震災アーカイブ
宮城」を構築，運営するもの。国立国会図
書館の東日本震災アーカイブ「ひなぎく」と
連携し，同アーカイブからの情報検索も可
能である。

平成25年度
～

（一般公開
は平成27年

度～）

○
https://kioku.library.pre
f.miyagi.jp/

宮城県
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せんだいメディアテーク（３階、市民図
書館、「３．１１震災文庫」）

　東日本大震災に関する記憶・記録を後世
に伝えるため、震災・復興に関する書籍や
資料等を収集、保存、展示。

平成23年度
～

○
https://lib-
www.smt.city.sendai.jp/fre
quent/shinsai.html

３がつ１１にちをわすれないためにセン
ター（略称：わすれン！）

　市民、専門家、スタッフが協働し、復旧・復
興を発信・記録していくプラットフォーム。記
録を後世に残し公に開くという趣旨に賛同
する方々が見聞きした事柄を映像、写真、
音声などで記録し、「震災の記録・市民協働
アーカイブ」として整理・保存。

平成23年度
～

○
http://recorder311.smt.jp
/

フォトアーカイブ 東日本大震災―仙台
復興のキセキ

・市職員が撮影した写真及び動画を収集・
整理し、データベース化するとともに、フォト
アーカイブ「東日本大震災―仙台復興のキ
セキ」として市ホームページで公開。
・収集・整理した写真や情報に基づき、震災
記録誌「東日本大震災　１年の記録～とも
に、前へ仙台」を制作。

平成23年度
～

○

http://www.city.sendai.jp/
shiminkoho/shise/daishin
sai/zenkoku/photoarchive
/index.html

東日本大震災　仙台市　復興五年記録
誌

　「復興五年記録誌」は、東日本大震災発
生から５年間にわたる本市の復旧・復興や
防災・減災の取り組みなどをとりまとめた記
録誌。

平成28年度 ○

http://www.city.sendai.j
p/shinsaifukko/shise/d
aishinsai/fukko/5nenkir
oku.html

仙台復興のあゆみ

　「仙台復興のあゆみ」は、写真やインタ
ビュー記事を中心に、震災からの復興にあ
たって発揮された市民の力を広く発信する
もの。

平成28年度 ○

http://www.city.sendai.j
p/shinsaifukko/shise/d
aishinsai/fukko/fukkono
ayumi.html

東日本大震災 仙台市 震災記録誌
-発災から1年間の活動記録-

　東日本大震災発生から１年間にわたる本
市の応急活動や生活復旧の取り組みなど
をとりまとめた記録誌。震災で得た経験や
教訓を次世代へ継承し、全国の行政機関
の方々などに紹介することにより、防災対
策の向上や防災文化の発展の一助として
いただくことを目的とするもの。

平成24年度 ○
http://www.city.sendai.jp/
shinsaifukko/shise/daishi
nsai/fukko/hassai.html

東日本大震災 宮城県石巻市災害記録

防災資料・歴史資料等として石巻市の被災
状況・復興への道程に関する記録映像DVD
等を制作。
[動画版]
　３巻構成（動画各３０分程度）
　①市街地編（石巻地区）
　②海岸編（雄勝・牡鹿地区）
　③河川・内陸編（河北・河南・北上・桃生地
区）
[写真版]
　３巻構成（写真各２００枚以上）
　①市街地編（石巻地区）
　②海岸編（雄勝・牡鹿地区）
　③河川・内陸編（河北・河南・北上・桃生地
区）

24～25年度 ○
http://www.city.ishinomak
i.lg.jp/cont/10151000/911
0/20131010142620.html

東日本大震災　石巻市のあゆみ

　石巻市の被災状況、復興への道程等に
関する記録誌「東日本大震災　石巻市のあ
ゆみ」を製作。
A4判　400頁　4色カラー

平成28年度 ○
http://www.city.ishinomak
i.lg.jp/cont/10151000/150
1/20170405131537.html

塩竈市
塩竈市東日本大震災復旧・復興の記
録
明日へ

　東日本大震災による本市の被害状況や
復旧・復興に向けた取り組みを記録すると
ともに震災で得た教訓を後世に引き継ぎ、
市民の防災意識の醸成を図るため、東日
本大震災に係る記録誌を作成するもの。
　なお、作成した記録誌については、復興
事業にて整備する施設において展示用資
料として活用するほか、ダイジェスト版を市
内全戸へ配布する。

26年度 ○
https://www.city.shiogam
a.miyagi.jp/bosai/fukkono
kiroku.html

気仙沼市
気仙沼市震災記録資料集
けせんぬまアーカイブ

　震災の記憶、経験、教訓を風化させること
なく後世に伝承するため、震災の被害状況
及び復旧・復興状況等に関する写真、映
像、音声、文書等の記録を収集、整備、保
存すると共に、インターネットを介して公開
し、防災・減災対策及び防災教育等におい
て広く利活用することができる環境を構築
するもの。

平成25年度 ○ http://kesennuma-da.jp/

白石市 東日本大震災白石市の記録

　震災から３年を経て、復興計画における
「復旧期」から「再生期・発展期」へと新たな
段階を迎えたことを契機に、千年に一度と
いわれる震災の記憶を風化させることなく
長く後世に伝えるため、震災及び復興に関
する各種記録を収集し、記録誌として編集
発行した。

平成25年度 ○
http://www.city.shiroishi.
miyagi.jp/soshiki/4/3701.
html

仙台市

石巻市
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名取市 名取市における東日本大震災の記録

　名取市における東日本大震災に関する映
像や画像及び情報等の記録を取りまとめ、
整理し、公開することで、今後の防災教育
や防災・減災対策に役立てながら、震災の
記憶・教訓を後世に伝えることを目的とす
る。作成物は、記録誌や写真誌、ＤＶＤを媒
体とした映像記録、地元新聞紙の記事を取
りまとめたもの、航空写真やパネル写真な
どである。また、記録誌、写真誌や映像記
録については、名取市ホームページで公開
している。

平成24～26
年度

○

http://www.city.natori.
miyagi.jp/soshiki/soumu
/311kiroku/index

角田市 東日本大震災　角田市の記録

　東日本大震災の震災当時を振り返りその
記憶をとどめると同時に、教訓を学びとり災
害への備えや防災文化を後世に継承して
いくため、震災記録誌「東日本大震災　角
田市の記録」を発刊した。

平成26年度 ○
http://www.city.kakuda.
lg.jp/hisyokoho/page00
106.shtml

多賀城市 たがじょう見聞憶

　震災の記録を映像・写真・文書等の形で
収集・整理したデジタルデータベース。震災
の記録を未来に伝え、今後の防災・減災に
役立てることができるように、インターネット
で公開。災害時に市内で何が起きていた
か、発災後から現在までの写真や映像、市
民等へのインタビュー、復興事業の進捗、
過去に多賀城市を襲った災害史などを掲
載。

平成24～26
年度

○
http://tagajo.irides.toho
ku.ac.jp/index

登米市東日本大震災の記録

　東日本大震災の被災状況や災害対応、
復旧・復興へ向けた取組みについて次代に
語り継ぐため、また今後の防災対策の参
考、学校等での防災教育に活用するため記
録誌を作成した。

平成25年度 ○
http://www.city.tome.miy
agi.jp/bousai/sinnsai-
kirokusi.html

東日本大震災被災地後方支援パネル
展示

　東日本大震災において市が行った被災地
後方支援活動及び市内被害状況などを記
録した写真と解説のパネル展示を行い、震
災の記憶の風化を防ぐとともに防災教育な
どに活用する。

平成28年度 ○
消防防災センターへ常設
展示等

栗原市 震度7 東日本大震災　栗原市の記録

　栗原市で最大震度7を記録した、東日本
大震災の概要と復旧状況や、未だ終息を迎
えていない放射能問題への対応などを後
世に正しく伝えるため、震災記録誌を発行
し、市公式ウェブサイトでも公開。

平成24年5
月発行

○

http://www.kuriharacity
.jp/index.cfm/11,2111,6
8,html

東松島市 ICT地域の絆保存プロジェクト

　震災関連の様々な資料（新聞記事、映
像、写真、体験談、避難所や仮設住宅での
活動記録、震災関連発行物、国内外からの
復興支援、励ましの声など）を収集、加工
（ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護等）、整理、保存し、地震や
津波の「恐ろしさ」や「威力」、震災当時の状
況等を覧できるよう図書館及び震災伝承館
やインターネットで公開し、震災の記録を後
世に伝える。

平成25～26
年度

○
http://www.lib-city-
hm.jp/lib/2012ICT/shin
sai2012.html

大崎市
東日本大震災の記録～宮城県大崎市
災害からの復興～

　「大崎市東日本大震災の記録」の作成を
行い，大崎市における東日本大震災の被
害と対応等を冊子としてまとめて記録

平成25年度 ○
http://www.city.osaki.miy
agi.jp/index.cfm/26,0,124,
html

富谷市
東日本大震災の記録
　内陸部自治体500日の取組

　未曾有の大震災となった東日本大震災に
ついて、多くの被災者の体験や証言で振り
返り、震災の事実や対応を後世に語り継ぐ
とともに、富谷市（当時富谷町）が取り組ん
できた数多くの対応を明らかにすることで、
今後も起こりうる大規模災害における内陸
自治体の指針となるように刊行したもの。
本編約290ページ、資料編約180ページ
1,000部刊行

平成23～24
年度

○

丸森町 丸森町東日本大震災記録誌

　震災の記録を未来に伝え、今後の防災・
減災に役立てることができるように、災害時
に市内で何が起きていたか、発災後から現
在までの写真や映像、市民等へのインタ
ビュー、復興への取組・防災情報などを掲
載。

平成27年度 ○

登米市
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亘理町復興のあゆみ
　亘理町震災復興計画に掲げた復興事業
について、平成２７年度末時点の取り組み
状況及び進捗状況を取りまとめたもの。

平成27年度 ○
https://www.town.watari.
miyagi.jp/index.cfm/22,0,1
40,439,html

亘理町東日本大震災活動等記録集

　震災の概要や被害状況などの記録を写
真・文書等の形で取りまとめたもの。災害時
の状況や当時の対応、市民等へのインタ
ビュー、被災状況調査などを掲載。

平成24年度 ○
https://www.pref.miyagi.jp
/site/kt-kiroku/kt-
shichouson.html

ＲＥＶＩＶＥ～復興～

　宮城県仙台市の「ＲＥＶＩＶＥ」制作委員会
（株式会社東北プリント）において、東日本
大震災で被災した、同県亘理町の住民が
立ち上がっていく姿を伝え、未来の子どもた
ちに残そうと、東日本大震災亘理町復興支
援写真集「ＲＥＶＩＶＥ～復興～」（リヴァイヴ）
を発行した。

平成23年度 ○ 民間制作

山元町
希望と笑顔が輝くまちへ： 山元町東日
本大震災記録誌

　震災の記録を風化させることなく、今後の
教訓として後世に残すため、被害状況や災
害対応、被災者のインタビュー、さらには復
旧・復興に向けた取組などについて掲載。

平成24年度 ○

七ヶ浜町
東日本大震災七ヶ浜町記録集～次代
への伝承～

　東日本大震災における本町の被害及び
震災からの復旧・復興の状況を克明に記録
するとともに、東日本大震災の教訓を後世
に残し、伝えることを目的に作成。
　記録集は写真を多く掲載した「目で見る記
録集」とし、災害発生時の対応マニュアル的
な内容も含んでいる。
　冊子作成のほかPDF版を町HPに掲載。

平成25年度 ○
https://www.shichigaha
ma.com/benricho/joho
/d89-010.html

利府町 東日本大震災の記録
　震災・復興等に関する各種記録を収集し、
記録誌として編集発行するもの。

平成25年度 ○

涌谷町 涌谷町震災記録集「標」
　東日本大震災発災当時の町内の状況や
災害対策状況、震災後の防災への取組に
ついてまとめた記録集。

平成26～27
年度

○

女川町 女川町東日本大震災記録誌

　東日本大震災における本町の被害状況
や震災への対応状況、復旧・復興に向けた
取り組みへの内容等を記録し、震災の記憶
や教訓を風化させることなく後世に残し、町
民の防災意識の向上を図るとともに、防災
対策の基礎資料として活用するために「女
川町東日本大震災記録誌」を4,000部作成。

平成25～27
年度

○
http://www.town.onagawa
.miyagi.jp/shinsai/index.ht
ml

南三陸なう

　東日本大震災の爪痕や膨大な復興過程
の写真、被災を受け復興に向かう住民等の
声、新聞記事等をデジタル記録資料として
撮影・収集・保存する。保存されたデータに
ついては、整理を行い、ブログなどでリアル
タイムに発信するとともに、記録し続け、後
世に伝承していくことで、防災・減災意識を
維持し持続可能な防災体制の構築を目指
す

平成26～27
年度

○ http://m-now.net/

南三陸町被災地域空撮記録保存

　日々形状が変化する被災地域について航
空写真撮影を実施し、そのデジタル記録を
保存することで、各種復興事業及び防災活
動並びに防災教育に活かしながら震災の
経験と教訓を継承することを図る。

平成27年度 ○

南三陸町

亘理町
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