平 成 31 年 3 月 28 日
震災伝承ネットワーク協議会事務局

「震災伝承施設」の登録施設が決定しました
震災伝承ネットワーク協議会 ※において、東日本大震災の実情や教訓を伝承
する施設として「震災伝承施設」を第一次募集し（下記参照）、206 件の応募
をいただいたところです。
その後、今月 6 日に開催した震災伝承ネットワーク協議会において、応募
いただいた施設の登録の仕方や登録要綱等の議論を行ったところです。
上記協議会における議論等を踏まえ、構成機関で検討を進めてきましたが、
今般、
「震災伝承施設」の登録施設（別紙１）の １９２件に決定 したので、お
知らせいたします。
今後、上記協議会より施設設置者に対し登録証の交付を順次行う予定です。
※震災伝承ネットワーク協議会（構成機関：東北地方整備局、青森県、岩手県、宮城県、福島県、仙台市）

＜第一次募集＞
■募集施設

東日本大震災に関わる遺構、慰霊碑、モニュメント等の施設

■募集期間

第一次募集：平成３０年１２月３日（月）～平成３１年１月３１日（木）

■登録件数

合

計：１９２件

◎登録施設リストと位置図は、下記 URL からご覧になれます。

http://www.thr.mlit.go.jp/sinsaidensyou/sisetsu/facility/

＜添付資料＞
別紙１

「震災伝承施設」登録一覧

別紙２

「震災伝承施設」の登録状況

別紙３

震災伝承施設の募集と分類について
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別紙１
「震災伝承施設」登録一覧
青森県

施設番号

名称

所在地

備考

第1分類
青森 第1－001号

津波石碑（海嘯記念碑）

青森県階上町大字道仏字大蛇（大蛇小学校）

津波の碑

青森県三沢市三川目四丁目145番地552号

第2分類
青森 第2－001号

岩手県

施設番号

名称

所在地

第1分類
岩手 第1－001号

津波到達点

岩手県宮古市田老字青砂里１７４番１

岩手 第1－002号

津波記念碑

岩手県宮古市田老字館が森１５５番地２

岩手 第1－003号

震災伝承看板「救援ルートを確保した道路啓開「くしの歯作戦」」 岩手県宮古市新川町2－1

岩手 第1－004号

津波石碑（大海嘯記念）

岩手県宮古市日立浜町（浄土ヶ浜屏風岩の下）

岩手 第1－005号

津波石碑（津波記念碑）

岩手県大船渡市赤崎町字合足（沿道）

岩手 第1－006号

津波石碑（津波記念碑）

岩手県大船渡市赤崎町字蛸ノ浦（沿道）

岩手 第1－007号

津波石碑（津波記念碑）

岩手県大船渡市赤崎町字跡浜（（県）大船渡綾里三陸線脇）

岩手 第1－008号

津波石碑（津波犠牲者の霊に捧げる）

岩手県大船渡市大船渡町字富沢（西光寺）

岩手 第1－009号

津波石碑（昭和35年5月24日チリ地震津波到達地点）

岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森（沿道）

岩手 第1－010号

津波石碑（昭和35年5月24日チリ地震津波襲来地点）

岩手県大船渡市大船渡町字野々田（沿道）

岩手 第1－011号

津波石碑（昭和35年5月24日チリ地震津波到達地点）

岩手県大船渡市大船渡町字笹崎（国道45号脇）

岩手 第1－012号

津波石碑（海嘯溺死之霊）

岩手県大船渡市末崎町字細浦（長源寺）

岩手 第1－013号

津波石碑（津浪横死者供養碑）

岩手県大船渡市末崎町字細浦（長源寺）

岩手 第1－014号

津波石碑（津浪横死者慰霊塔）

岩手県大船渡市末崎町字中森（麟祥寺）

岩手 第1－015号

津波石碑（津波記念碑）

岩手県大船渡市三陸町越喜来字仲崎浜（(県）崎浜港線脇）

岩手 第1－016号

津波石碑（津浪記念碑）

岩手県大船渡市三陸町越喜来字鬼沢（(県）大船渡綾里三陸線脇）

岩手 第1－017号

津波石碑（昭和八年津浪記念碑）

岩手県久慈市侍浜町麦生（麦生農村センター）

岩手 第1－018号

津波石碑（昭和八年津浪記念碑）

岩手県久慈市侍浜町白前（(県）侍浜夏井線脇）

岩手 第1－019号

津波石碑（海嘯記念碑）

岩手県久慈市夏井町（国道395（旧45）号線）

岩手 第1－020号

津波石碑（津波記念碑）

岩手県久慈市湊町（金刀比羅神社）

岩手 第1－021号

津波石碑（防潮林記念碑）

岩手県久慈市湊町（金刀比羅神社）

岩手 第1－022号

津波石碑（昭和八年津浪記念碑）

岩手県久慈市長内町（国道45号脇諏訪神社入口）

岩手 第1－023号

津波石碑（昭和八年津浪記念碑）

岩手県久慈市宇部町（小袖）（個人宅裏）

岩手 第1－024号

津波石碑（昭和八年津浪記念碑）

岩手県久慈市宇部町（久喜）（漁協久喜支所前）

岩手 第1－025号

奇跡の一本松・陸前高田ユースホステル

岩手県陸前高田市気仙町字砂盛176-6

岩手 第1－026号

道の駅高田松原タピック４５

岩手県陸前高田市高田町字古川28-5

岩手 第1－027号

下宿定住促進住宅

岩手県陸前高田市高田町字下宿34-5

岩手 第1－028号

気仙中学校

岩手県陸前高田市気仙町字小淵77-1

岩手 第1－029号

津波石碑

岩手県陸前高田市広田町字長洞（個人宅前）

岩手 第1－030号

津波石碑

岩手県陸前高田市広田町字後花貝（（県）大船渡広田陸前高田線脇）

岩手 第1－031号

津波石碑（津浪記念碑）

岩手県陸前高田市広田町字大久保（（県）大船渡広田陸前高田線脇）
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備考

「震災伝承施設」登録一覧
岩手県

施設番号

名称

所在地

第1分類
岩手 第1－032号

津波石碑

岩手県陸前高田市広田町字根岬（（県）大船渡広田陸前高田線脇）

岩手 第1－033号

津波石碑

岩手県陸前高田市広田町字泊（（県）大船渡広田陸前高田線脇）

岩手 第1－034号

津波石碑（津浪記念碑）

岩手県陸前高田市気仙町字湊（沿道）

岩手 第1－035号

津波石碑（津波記念碑）

岩手県釜石市片岸町（室浜）（（県）吉里吉里釜石線脇）

岩手 第1－036号

津波石碑（津波記念碑）

岩手県釜石市片岸町（室浜）（国道45号脇）

岩手 第1－037号

津波石碑（津波記念碑）

岩手県釜石市箱崎町（箱崎）（沿道）

岩手 第1－038号

津波石碑（津波記念碑）

岩手県釜石市両石町（国道45号脇）

岩手 第1－039号

津波石碑（海嘯記念碑）

岩手県釜石市大只越町（大只越公園）

岩手 第1－040号

御蔵山復興祈念公園

岩手県下閉伊郡山田町八幡町269、270番

岩手 第1－041号

津波石碑（大海嘯記念）

岩手県山田町船越（船越駅北）

岩手 第1－042号

津波石碑（三陸大海嘯溺死者慰霊塔）

岩手県山田町船越（海蔵寺）

岩手 第1－043号

津波石碑（大海嘯記念）

岩手県山田町船越田の浜（県道入口）

岩手 第1－044号

津波石碑（三陸大海嘯記念）

岩手県岩泉町小本（小本小学校）

岩手 第1－045号

津波石碑（三陸大海嘯記念）

岩手県岩泉町小本（茂師）（国道45号脇）

岩手 第1－046号

津波石碑（昭和八年津浪記念碑）

岩手県田野畑村島越（広福寺）

岩手 第1－047号

津波石碑（大海嘯記念）

岩手県普代村（個人宅裏山）

岩手 第1－048号

津波石碑（三陸大海嘯溺死者・諸精霊供養搭）

岩手県普代村（妙相寺）

岩手 第1－049号

津波石碑（不慮の津浪に不断の注意）

岩手県洋野町種市（川尻）（川尻水門付近）

岩手 第2－001号

大船渡市民体育館前屋外時計

岩手県大船渡市盛町字中道下１－１（大船渡市民体育館付近）

岩手 第2－002号

潮目

岩手県大船渡市三陸町越喜来字肥ノ田30-10

岩手 第2－003号

ケルン・鎮魂の鐘と光

岩手県久慈市長内第42地割（JC公園内）

岩手 第2－004号

故和村幸得元普代村長顕彰碑

岩手県下閉伊郡普代村第7地割

岩手 第2－005号

太田名部防潮堤

岩手県下閉伊郡普代村第8地割

岩手 第2－006号

普代水門

岩手県下閉伊郡普代村第14地割

岩手 第2－007号

米田歩道橋の一部

岩手県九戸郡野田村大字野田9-51-9

岩手 第3－001号

津波遺構たろう観光ホテル

岩手県宮古市田老字野原８０番地１

岩手 第3－002号

たろう潮里ステーション

岩手県宮古市田老二丁目５番１号

岩手 第3－003号

宮古市市民交流センター 防災プラザ

岩手県宮古市宮町一丁目１番３０号

岩手 第3－004号

田老防潮堤

岩手県宮古市田老字川向 地内

岩手 第3－005号

震災メモリアルパーク中の浜

岩手県宮古市崎山第３地割１２３番地

岩手 第3－006号

大船渡市立博物館

岩手県大船渡市末崎町字大浜221-86

岩手 第3－007号

地下水族科学館 もぐらんぴあ

岩手県久慈市侍浜町麦生町第1地割43番地7

岩手 第3－008号

３．１１東日本大震災遠野市後方支援資料館

岩手県遠野市青笹町糠前１０地割４６番地（遠野市総合防災センター敷地内）

岩手 第3－009号

釜石祈りのパーク

岩手県釜石市鵜住居町第16地割地内

岩手 第3－010号

いのちをつなぐ未来館

岩手県釜石市鵜住居町第16地割72番1（鵜住居地区38街区1画区）

第2分類

第3分類
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備考

「震災伝承施設」登録一覧
岩手県

施設番号

名称

所在地

備考

第3分類
岩手 第3－011号

大槌町文化交流センターおしゃっち

岩手県上閉伊郡大槌町末広町1番15号

岩手 第3－012号

震災遺構明戸海岸防波堤

岩手県下閉伊郡田野畑村明戸海岸

岩手 第3－013号

島越ふれあい公園

岩手県下閉伊郡田野畑村松前沢1-4、1-52

岩手 第3－014号

羅賀ふれあい公園

岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀27-2

宮城県

施設番号

名称

所在地

第1分類
宮城 第1－001号

新浜地区 震災地域モニュメント

仙台市宮城野区岡田字新浜浦通西14-3

宮城 第1－002号

名取川河口部左岸 津波到達情報看板

宮城県仙台市若林区藤塚字土手外地内

宮城 第1－003号

南蒲生地区 震災地域モニュメント

仙台市宮城野区蒲生字原屋敷26-1

宮城 第1－004号

中野地区地域モニュメント

仙台市宮城野区 元仙台市立中野小学校所在地 （仙台市蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業地内）

宮城 第1－005号

藤塚地区地域モニュメント

仙台市若林区藤塚字屋敷４７

宮城 第1－006号

地域の歴史モニュメント「荒浜の歴史」

宮城県仙台市若林区荒浜字南丁９

宮城 第1－007号

鎮魂のモニュメント「荒浜記憶の鐘」

宮城県仙台市若林区荒浜字中丁36-29

宮城 第1－008号

二日町庁舎跡地 記念石碑

宮城県仙台市青葉区二日町９－１５地先

宮城 第1－009号

仙台海岸堤防復旧説明看板

宮城県仙台市若林区荒浜地内

宮城 第1－010号

新浜みんなの家

仙台市宮城野区岡田字浜通54-2

宮城 第1－011号

昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（鮎川）

宮城県石巻市鮎川浜寺前18-2

宮城 第1－012号

昭和８年３月３日 大震嘯災記念碑（名振）

宮城県石巻市雄勝町名振字東12-49

宮城 第1－013号

昭和８年３月３日 大震嘯災記念碑（立神）

宮城県石巻市北上町十三浜字立神4-1

宮城 第1－014号

昭和８年３月３日 大震嘯災記念碑（小泊）

宮城県石巻市北上町十三浜字小泊29

宮城 第1－015号

昭和８年３月３日 大震嘯災記念碑（小指）

宮城県石巻市北上町十三浜字小指14

宮城 第1－016号

昭和８年３月３日 大震嘯災記念碑（大指）

宮城県石巻市北上町十三浜字大指4-1

宮城 第1－017号

昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（桃浦）

宮城県石巻市桃浦字寺下17

宮城 第1－018号

昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（荻浜）

宮城県石巻市荻浜字家前17

宮城 第1－019号

昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（小網倉）

宮城県石巻市小網倉浜戸根入道下

宮城 第1－020号

昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（谷川）

宮城県石巻市谷川浜風越山1-34

宮城 第1－021号

昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（大谷川）

宮城県石巻市大谷川浜二重坂1-2

宮城 第1－022号

昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（小渕）

宮城県石巻市小渕浜入の沢19

宮城 第1－023号

昭和８年３月３日 大震嘯記念碑（十八成）

宮城県石巻市十八成浜山下1-1

宮城 第1－024号

北上川7.9k右岸 津波到達情報看板

宮城県石巻市福地 地内

宮城 第1－025号

旧北上川22.0k左岸 津波到達情報看板

宮城県石巻市桃生町神取 地内

宮城 第1－026号

旧北上川22.0k右岸 津波到達情報看板

宮城県石巻市和渕 地内

宮城 第1－027号

旧北上川33.2k左岸 津波到達情報看板

宮城県石巻市倉埣 地内

宮城 第1－028号

江合川2.0k右岸 津波到達情報看板

宮城県石巻市和渕 地内

宮城 第1－029号

旧北上川内陸部 復旧・復興の概要看板（右岸22.0k）

宮城県石巻市和渕 地内

宮城 第1－030号

北上川河口部復旧・復興の概要看板（左岸-0.4k）

宮城県石巻市北上町十三浜 地内

宮城 第1－031号

東日本大震災慰霊碑

宮城県石巻市門脇町5丁目208番地-2地先

3

備考

「震災伝承施設」登録一覧
宮城県

施設番号

名称

所在地

第1分類
宮城 第1－032号

旧石巻市立門脇小学校

宮城県石巻市門脇町四丁目２番１１号 ほか

宮城 第1－033号

旧石巻市立大川小学校

宮城県石巻市釜谷字山根１ ほか

宮城 第1－034号

神の倉の津波石

宮城県気仙沼市唐桑町神の倉

宮城 第1－035号

津波石碑（昭和八年三月三日大震嘯災記念）

宮城県気仙沼市唐桑町竹の袖（賀茂神社境内）

宮城 第1－036号

津波石碑（大震嘯災記念）

宮城県気仙沼市三ノ浜（鶴ヶ浦）（県道大島浪板線脇）

宮城 第1－037号

津波石碑（大震嘯災記念）

宮城県気仙沼市二ノ浜（梶ヶ浦）（県道大島浪板線脇）

宮城 第1－038号

津波石碑（大震嘯災記念）

宮城県気仙沼市浪板（吉田鉄鋼所前、個人宅地内）

宮城 第1－039号

命のらせん階段（旧阿部家住宅）

宮城県気仙沼市内の脇2丁目133-1

宮城 第1－040号

名取海岸堤防復旧説明看板

宮城県名取市下増田屋敷地内

宮城 第1－041号

津波石碑（震嘯記念）

宮城県名取市閖上（日和山富士主姫神社脇）

宮城 第1－042号

阿武隈川河口部左岸 津波到達情報看板

宮城県岩沼市寺島字川向地内

宮城 第1－043号

阿武隈川寺島堤防の説明看板

宮城県岩沼市寺島字押切地内

宮城 第1－044号

岩沼海岸堤防復旧説明看板

宮城県岩沼市寺島字川向地内

宮城 第1－045号

北上川25.6k右岸 津波到達情報看板

宮城県登米市柳津 地内

宮城 第1－046号

北上川25.6k左岸 津波到達情報看板

宮城県登米市柳津 地内

宮城 第1－047号

北上川32.0k左岸 津波到達情報看板

宮城県登米市日根牛 地内

宮城 第1－048号

北上川32.1k右岸 津波到達情報看板

宮城県登米市寺池 地内

宮城 第1－049号

北上川48.9k右岸 津波到達情報看板

宮城県登米市上沼 地内

宮城 第1－050号

北上川48.9k左岸 津波到達情報看板

宮城県登米市錦織 地内

宮城 第1－051号

北上川内陸部復旧・復興の概要看板（左岸36.9k）

宮城県登米市東和町米谷 地内

宮城 第1－052号

鳴瀬川0.3k左岸 津波到達情報看板

宮城県東松島市浜市樋場 地内

宮城 第1－053号

鳴瀬川0.6k右岸 津波到達情報看板

宮城県東松島市野蒜立石 地内

宮城 第1－054号

鳴瀬川4.1k左岸 津波到達情報看板

宮城県東松島市小野裏丁 地内

宮城 第1－055号

吉田川4.2k右岸 津波到達情報看板

宮城県東松島市川下宿浦 地内

宮城 第1－056号

鳴瀬川内陸部 復旧・復興の概要看板（鳴瀬堰）

宮城県東松島市高松猪鼻 地内

宮城 第1－057号

鳴瀬川河口部 復旧・復興の概要看板（野蒜水門）

宮城県東松島市野蒜立石 地内

宮城 第1－058号

3.11東日本大震災伝承板－定川河川災害復旧工事－

宮城県東松島市赤井地内

宮城 第1－059号

鳴瀬川17.6k右岸 津波到達情報看板

宮城県大崎市鹿島台木間塚柿ノ木平 地内

宮城 第1－060号

江合川内陸部 復旧・復興の概要看板（右岸26.5k）

宮城県大崎市古川福沼 地内

宮城 第1－061号

阿武隈川河口部右岸 津波到達情報看板

宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎地内

宮城 第1－062号

山元海岸堤防復旧説明看板

宮城県亘理郡山元町高瀬字浜砂

宮城 第1－063号

吉田川9.0k右岸 津波到達情報看板

宮城県宮城郡松島町竹谷藤ノ巻 地内

宮城 第1－064号

吉田川13.6k左岸 津波到達情報看板

宮城県宮城郡松島町幡谷 地内

宮城 第1－065号

吉田川14.0k右岸 津波到達情報看板

宮城県宮城郡松島町幡谷岩下向 地内

宮城 第1－066号

吉田川内陸部 復旧・復興の概要看板（右岸13.6k）

宮城県宮城郡松島町幡谷岩下 地内

宮城 第1－067号

吉田川内陸部 復旧・復興の概要看板（左岸17.4k）

宮城県黒川郡大郷町粕川堀北 地内

宮城 第1－068号

江合川2.0k左岸 津波到達情報看板

宮城県遠田郡涌谷町猪岡短台 地内

宮城 第1－069号

江合川内陸部 復旧・復興の概要看板（左岸14.6k）

宮城県遠田郡涌谷町涌谷 地内

宮城 第1－070号

鳴瀬川17.2k左岸 津波到達情報看板

宮城県遠田郡美里町大柳南境 地内

4

備考

「震災伝承施設」登録一覧
宮城県

施設番号

名称

所在地

第1分類
宮城 第1－071号

江合川内陸部 復旧・復興の概要看板（右岸19.0k)

宮城県美里町牛飼 地内

宮城 第2－001号

仙台合同庁舎B棟1階 行政情報プラザ内 東北地方整備局展示コーナー

宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟

宮城 第2－002号

震災伝承看板「支援物資輸送を確保した航路啓開 （仙台塩釜港）」

宮城県仙台市宮城野区港二丁目5 スリーエム仙台港パーク 展望台

宮城 第2－003号

震災の伝承看板（海岸公園井土地区）

仙台市若林区井土字開発139番地の1地内

宮城 第2－004号

3.11東日本大震災伝承板－長浜海岸防潮堤－

宮城県石巻市渡波地内

宮城 第2－005号

石巻市北上地区慰霊碑及びモニュメント

宮城県石巻市北上町十三浜字東田50-3

宮城 第2－006号

早馬神社 津波到達点 復興祈願碑

宮城県気仙沼市唐桑町宿浦75

宮城 第2－007号

岩井崎龍の松

宮城県気仙沼市波路上岩井崎１－１

宮城 第2－008号

下増田神社

宮城県名取市下増田字屋敷64

宮城 第2－009号

多賀城市 津波波高標識

宮城県多賀城市八幡２丁目２１

宮城 第2－010号

多賀城市東日本大震災モニュメント

多賀城市中央2丁目7番地内（多賀城駅前公園内）

宮城 第2－011号

いわぬまひつじ村

宮城県岩沼市押分字須加原61

宮城 第2－012号

震災伝承看板「ポンプ車集中投入 仙台空港を早期“再生”」

宮城県岩沼市下野郷字浜177番地 千年希望の丘 相野釜公園（２号丘）

宮城 第2－013号

亘理町立 郷土資料館

宮城県亘理郡亘理町字西郷140

宮城 第2－014号

吉田浜防災公園 お地蔵様

宮城県亘理郡亘理町吉田字須賀畑地内

宮城 第2－015号

鳥の海公園 鎮魂の碑

宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎9- 2

宮城 第2－016号

3.11東日本大震災伝承板－菖蒲田海岸防潮堤－

宮城県宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜地内

宮城 第3－001号

東日本大震災 学習・資料室

宮城県仙台市泉区八乙女4-2-2みやぎ生協文化会館ウィズ内

宮城 第3－002号

せんだい3.11メモリアル交流館

宮城県仙台市若林区荒井字沓形８５－４（地下鉄東西線荒井駅舎内）

宮城 第3－003号

震災遺構仙台市立荒浜小学校

宮城県仙台市若林区荒浜字新堀端３２－１

宮城 第3－004号

石巻ニューゼ

宮城県石巻市中央二丁目8-2 Ａ棟1Ｂ

宮城 第3－005号

震災伝承スペースつなぐ館

宮城県石巻市中央２丁目８－２ ホシノボックスピア１Ｆ

宮城 第3－006号

東日本大震災メモリアル南浜つなぐ館

宮城県石巻市南浜町３丁目１－２４

宮城 第3－007号

唐桑半島ビジターセンター・津波体験館

宮城県気仙沼市唐桑町崎浜４－３

宮城 第3－008号

リアス・アーク美術館 「東日本大震災の記録と津波の災害史」常設展示

宮城県気仙沼市赤岩牧沢138-5

宮城 第3－009号

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館

宮城県気仙沼市波路上瀬向９番地１

宮城 第3－010号

津波復興祈念資料館 閖上の記憶

宮城県名取市閖上五丁目23-20

宮城 第3－011号

岩沼市千年希望の丘交流センター

宮城県岩沼市下野郷字浜177番地

宮城 第3－012号

東松島市東日本大震災復興祈念公園

宮城県東松島市野蒜字北余景56-36

宮城 第3－013号

高野会館

宮城県本吉郡南三陸町志津川字汐見町32-1

第2分類

第3分類

5

備考

「震災伝承施設」登録一覧
福島県

施設番号

名称

所在地

第1分類
福島 第1－001号

稲荷神社

福島県いわき市久之浜町久之浜字東町115

福島 第1－002号

末続地区東日本大震災之碑

福島県いわき市久之浜町末続字岸内60

福島 第1－003号

久ノ浜・大久地区東日本大震災追悼伝承之碑

福島県いわき市久之浜町久之浜字東町115

福島 第1－004号

震災記念公園

福島県双葉郡広野町大字下浅見川字本町3

福島 第2－001号

井戸沢断層

福島県いわき市田人町黒田字塩ノ平222番地ほか

福島 第2－002号

沼ノ内防災緑地

いわき市平沼ノ内字浜街地内

福島 第2－003号

薄磯防災緑地

いわき市平薄磯一丁目、三丁目地内

福島 第2－004号

豊間地区東日本大震災慰霊碑

福島県いわき市平豊間字市下町149-1

福島 第2－005号

永崎防災緑地

いわき市永崎字川畑地内

福島 第2－006号

岩間防災緑地

いわき市岩間町岩下地内

福島 第2－007号

四倉防災緑地

いわき市四倉町上仁井田字東山地内

福島 第2－008号

豊間防災緑地

いわき市平豊間字塩場地内

福島 第2－009号

葉ノ木平震災復興記念公園

福島県白河市葉ノ木平110番地

福島 第2－010号

相馬市防災備蓄倉庫

福島県相馬市坪田字宮東25番地

福島 第2－011号

相馬港沖防波堤災害復旧事業完了祈念銘板

福島県相馬市原釜字大津270

福島 第2－012号

ひろの防災緑地

福島県双葉郡広野町下浅見川

福島 第3－001号

アクアマリンふくしま

福島県いわき市小名浜字辰巳町50番地

福島 第3－002号

いわき市ライブいわきミュウじあむ「3.11いわきの東日本大震災展」 福島県いわき市小名浜字辰巳町43番地の1

福島 第3－003号

いわき市地域防災交流センター久之浜・大久ふれあい館 福島県いわき市久之浜町久之浜字中町32

福島 第3－004号

相馬市伝承鎮魂祈念館

第2分類

第3分類

福島県相馬市原釜字大津270番地

6

備考

「震災伝承施設」の登録状況

別紙２

■登録状況
施設数
（件）

分類の内訳
第１分類

第２分類

第３分類

青森県内

2

1

1

岩手県内

70

49

7

14

宮城県内

100

71

16

13

福島県内

20

4

12

4

合計

192

125

36

31

※補足事項① ： 応募施設のうち、平成31年3月28日時点で整備中の施設は、登録を保留しています。
登録は、完成後の施設を確認した後に行います。
※補足事項② ： ただし、震災遺構として応募があった施設のうち、平成31年3月28日時点で整備中であっても、
目視が可能な場合は、震災伝承施設の第1分類として登録しています。
1

「震災伝承施設」として第3分類に登録した主な施設
岩手県

宮城県

津波遺構 たろう観光ホテル（宮古市）

＜屋内の様子＞

４階まで浸水、２階までは柱を残し流失。
館内では、震災当日に同ホテルで撮影され
た津波の映像も視聴可能。

（参考）

福島県

東日本大震災 学習・資料室（仙台市）

いわき市ライブいわきミュウじあむ

＜屋内の様子＞

＜屋内の様子＞

震災被害の状況や発災以降にみやぎ生協
が取り組んだことを後世に伝えるための施設。
シアタールーム（20席）を設え当時の取り組
みを紹介。

いわき市ライブいわきミュウじあむ内に「3・
11いわきの東日本大震災展」を設置。当時
状況や復興に向けての歩みをパネルや映像
で紹介。
2

震災伝承施設の募集と分類について

別紙３

震災伝承施設の募集
 震災伝承施設は、自薦や他薦も含め公募により収集する。
 震災伝承施設は、震災遺構、震災復興伝承館、祈念碑や慰霊碑等、東日本大震災から得られた実情と教訓を伝承する
施設を対象とする。
 語り部等の活動について、震災伝承施設と一体となって実施している場合は把握するが、語り部活動のみの場合は、別
途、伝承活動として収集を行うため対象外とする。

募集項目

施設等の状況

募集する震災伝承施設は、下記の項目のいずれか一つ以
上に該当すること。
（1） 災害の教訓が理解できるもの

震災伝承施設の募集にあたっては、設置状況等の下記
の内容を把握する。
（1）継続的な施設管理の確認（公共、民間を問わず）
（2）展示内容の多言語化、ビデオ映像上映の有無
（3）展示物や展示内容に対する説明者や案内人の有無
（4）語り部活動（人数）と連携の有無
（5）駐車スペース（大型、小型毎の駐車台数）
（6）トイレや休憩スペースの有無
（7） その他（上記以外の特筆すべき要件）

（2） 災害時の防災に貢献できるもの
（3） 災害の恐怖や自然の畏怖(いふ)を理解できるもの
（4） 災害における歴史的・学術的価値があるもの
（5） その他（災害の実情や教訓の伝承と認められるもの）

募集した施設の分類

第１分類

第２分類

第３分類

1

震災伝承施設の募集と分類について
＜「震災伝承施設」の分類の考え方＞

＜「震災伝承施設」の特性＞

施設の特性
分類

第1分類

第2分類

第3分類

震災伝承

訪問しやすさ

施設の特性
理解しやすさ

震災伝承

○

○

○

概要

○

○

○

募集項目（1）～（5）に該当

訪問しやすさ

施設等の状況の（5）に該当する施設
の来訪者が無料で利用できる駐車場
等を有していること

理解しやすさ

施設等の状況にある（2）（3）（4）に該
当する震災展示に関する案内員や語
り部活動、展示内容の多言語対応や
映像上映による展示を有するもの

＜「震災伝承施設」に関する取組＞

分類
1

2

3

①

震災伝承ネットワーク協議会は、震災を伝承すべき遺産として、「震災伝承施設」をHP上で公表

○

○

○

②

震災伝承ネットワーク協議会は、3.11伝承ロードを形成する施設として、「震災伝承施設」をHP上で公表

○

○

○

③

震災伝承ネットワーク協議会は、観光事業者等が作成するマップ等へ「標章（ピクトグラム）」の使用を許諾

-

○

○

-

-

○

④

震災伝承ネットワーク協議会は、観光に関する会議等を活用し観光事業者等へ紹介

⑤

「震災伝承施設」登録者は、施設の情報発信に「標章（ピクトグラム）」の使用が可能

-

○

○

⑥

「震災伝承施設」登録者及び道路管理者は、施設の案内標識に「標章（ピクトグラム）」の使用が可能

-

-

○
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